第48回日本集中治療医学会学術集会＜Time Schedule＞
2021年02月12日(金) 第１日目
会場名

6:00

7:00

8:00

凡例：

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

ライブ配信のみ

14:00

同時通訳予定セッション 共 専門医共通講習予定セッション

ライブ配信のみオンデマンド配信なし

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ライブ配信のみ

第1会場

第2会場

7:45-8:20
会長講演
「臨床研究推進と研
究成果の国際発信
力強化〜神経集中
治療〜」

8:30-9:00
教育講演1

9:10-9:40
教育講演2

「超微形態からみ
る微小循環と血
管透過性」

「敗血症の画像
診断における
pitfall」

8:20-9:00
海外招請講演1
「ECPR for Pediatric
Cardiac Arrest」

9:50-10:30
JINC IF取得記念企画
「Journal of
Intensive Care：編
集委員長より」

10:40-11:10
教育講演3

11:20-11:50
教育講演4

「ECMOnet：
ECMO
Physicianの組
織化」

「COVID19重症
患者レジストリ
CRISISの果たす
役割」

12:20-13:20
ランチョンセミナー1
「凝固と炎症のクロストーク －基礎と

14:00-15:30
委員会企画1
「COVID-19 薬物療法に関するRapid/

臨床からThrombomodulinのあら
たな作用を考える－」
共催：旭化成ファーマ株式会社

Livingガイドラインのすべて」

ライブ配信のみ

12:20-13:20
ランチョンセミナー2
「若手集中治療医のための

9:30-11:00
パネルディスカッション1
「新型コロナウイルス流行下で、小児集中治療はどのよう
な影響を受けたのか？」

血行動態モニタリング Smart
monitoring, Smart
management -モニタリングを活用
できていますか-」
共催：エドワーズライフサイエンス株式

15:40-17:10
ワークショップ1
「ECMO教育の最前線」

13:30-15:00
シンポジウム1

17:40-18:40
イブニングセミナー2
「これからの敗血症性DIC治療を考

15:10-16:40
シンポジウム2
「RRSを科学するために必要なエッセンス2」

「小児終末期医療の課題～小児患者は特別なのか～」

える」
共催：日本製薬株式会社

会社
質疑応答なし

第3会場

8:30-9:10

9:20-10:00

海外招請講演2
「Impairment and
Recovery of
Consciousness」

海外招請講演3
「The evolution of
critical care: 19712031」

10:10-10:50
SCCM理事長講演

12:20-13:20
ランチョンセミナー3

「What Does the
Future Hold for
Intensive and
Critical Care
Medicine?」

「ビッグデータから見える我が国の医療
の実態―敗血症と血液浄化について
―」
共催：東レ株式会社／東レ・メディ
カル株式会社

12:20-13:20
ランチョンセミナー4
「心臓手術患者の
イオン化マグネシウム測定の有用性」
共催：ノバ・バイオメディカル株式会

10:10-11:40
ワークショップ2

第4会場

「COVID-19に伴う凝固線溶異常の傾向と対策」

18:00-18:40
13:30-14:10
国内招請講演 1

海外招請講演4
「Global Sepsis

14:20-15:50
シンポジウム3
「日本版敗血症ガイドライン2020；

「楽しく学ぶDICの歴史
と最新の病態生理」

Alliance:
establishment,
current, and further

DIC・DVT対策を知る」

13:30-15:00
ワークショップ3
「血液浄化療法における技術的な工夫」

perspective.」

15:30-17:00
ワークショップ4
「ICU-acquired deliriumの予防と対策」

社

9:00-9:50
TSCCM 第一部
Past and Present ""How
we dealt with the
COVID-19 pandemic""
and ""Influences of the

第5会場

pandemic on our ICU""
コロナの流行をどう乗り切った
か。ICU診療への影響。
COVID-19のシステム作りと現
状の重症COVID管理につい

11:00-11:50

""ICU management in
the post-COVID-19 era
～ how we have
changed and will

TSCCM 第三部
”Collaboration in the
post-COVID-19 era” アフ
ターコロナの国際交流・コラボ

change"" アフターコロナの
ICU診療（現在～未来）

レーション

12:20-13:20
ランチョンセミナー5
「重症心不全患者における一酸化窒
素吸入療法（iNO）の検討」
共催：マリンクロット ファーマ株式会

共

領

8:30-9:30
教育講演5
「チーム医療による先行的医療安全

9:40-10:40
教育講演6
「ILCOR CoSTR2020と

と集中治療部の役割」

蘇生ガイドライン」

共催：アレクシオンファーマ合同会社

領

the European
Society of Intensive
Care Medicine to
the Pandemic.」

Korean ICU」

12:20-13:20
ランチョンセミナー6
「集中治療領域における
TMAの鑑別診断と治療」

「日本版敗血症ガイドライン2020；
PAD・神経集中治療を知る」

16:30-17:10
ESICM理事長講演
「The response of

15:30-16:10
KSCCM理事長講演
「Manpower and
Medical Economy in

13:30-14:30
English Session

社

10:20-11:50
シンポジウム4

第6会場

第7会場

ライブ配信のみ

10:00-10:50
TSCCM 第二部
Present and Future

17:20-18:00
海外招請講演5
「Critical Illness
Related
Corticosteroid
Insufficiency」

13:30-15:00
シンポジウム5
「日本版敗血症ガイドライン2020；
小児敗血症診療を知る」

ライブ配信のみ
12:20-13:20
ランチョンセミナー7
「重症COVID-19患者における集中

10:50-11:50
教育講演7

治療」
「二学会合同COVID-19診療

「外傷専門医資格に必要な周術期
戦略と集中治療管理」

リビングガイドラインにおける
薬物治療の位置づけ」

13:30-15:00
シンポジウム 6
「多職種回診/多職種カンファレンス/ワークシェアリングの
あり方を考える」

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会
社

第8会場

第9会場

第10会場

第11会場

8:30-10:00
シンポジウム7
「本邦におけるTele-ICUの進捗状況と
働き方改革へのインパクト」

10:10-11:40
パネルディスカッション2

13:30-15:00
パネルディスカッション3

「集中治療においてステロイドをどのように使いますか？」

「看護チームでのCovid-19 Pandemic-対策と課題」

8:30-10:00
ワークショップ5

10:10-11:40
ジョイントワークショップ

「抗MRSA薬のPK/PDとTDMを学ぶ」

「集中治療医学会・熱傷学会のジョイントセッション」
知っておくべき熱傷診療のスタンダード

8:30-9:20
Pros & Cons 1

9:30-10:20
Pros & Cons 2

「発熱した敗血症患者の解熱
療法」

「COVID-19に血液浄化療
法は有効か？」

8:30-9:00
ここだけはセミナー
1
「止血系検査結
果の読み解き方」

9:10-9:40
ここだけはセミナー
2
「マスギャザリングと
化学災害への備
え（仮）」

volume評価
「輸液蘇生を中
心に」」

11:30-12:20
Pros & Cons 4
「重症患者には抗潰瘍薬を使

13:30-14:20
Pros & Cons 5
「重症外傷の大量出血/

基礎研究？臨床研究？」

うべきである」

凝固障害1:1プロトコル vs.
検査値志向」

10:30-11:00
ここだけはセミナー
4
「臨床研究の始め
方」

「医師5 ICU診療」

8:30-9:40
優秀演題選考セッション
「多職種」

同じなのか？高
齢化時代の重症
患者のミカタ」

10:30-11:20
Pros & Cons 3
「海外で研究するならどっち！

10:15-11:05
優秀演題選考セッション

第12会場

第13会場

9:50-10:20
ここだけはセミナー
3
「水分バランスと

13:30-14:00
教育講演8
「高齢者は成人と

9:50-10:50
優秀演題選考セッション
看護師

11:10-11:40
ここだけはセミナー
5
「日本の重症急
性膵炎に対する
様々な治療法の
検討」

11:50-12:20
ここだけはセミナー
6
「Traumatic
Bleeding
Severity Score
(TBSS)」

11:15-12:15
優秀演題選考セッション
「医師3 呼吸」

11:00-12:00
優秀演題選考セッション
「学生・研修医 症例1」

15:10-16:40
パネルディスカッション4
「多職種による感染管理：我々はこうしている」

14:10-15:10
パネルディスカッション5

15:50-17:20
シンポジウム8

「どうしてる？病棟との連携」

「ルーティンケアを見直そう」

14:30-15:20
Pros & Cons 6

15:30-16:20
Pros & Cons 7

「ICUと医療経済 ICUはどれ
だけ必要か改めて考える」

「COVID-19に抗凝固療法は
必要か？」

14:00-14:30
ここだけはセミナー
7
「配合変化だけで

14:40-15:10
ここだけはセミナー
8
「Coronavirus

いいのか？患者
中心の注射剤投
与ルート設計への
お誘い」

disease 2019
（COVID-19）
の胸部CTを評価
する」

15:20-15:50
ここだけはセミナー
9
「侵襲と生体反
応」

16:30-17:20
Pros & Cons 8
「βラクタム系抗菌薬の
Extended infusion を行う
か」

16:00-16:30
ここだけはセミナー
10
「集中治療室で
始める倫理カン
ファレンス」

16:40-17:10
ここだけはセミナー
11
「培養検査と抗菌
薬選択」

14:00-15:00
優秀演題選考セッション

15:10-16:10
優秀演題選考セッション

16:20-17:10
優秀演題選考セッション

「医師1 循環1」

「医師2 循環2」

「医師4 基礎と臨床」

15:10-16:00
優秀演題選考セッション
「学生・研修医 症例3」

16:10-17:00
優秀演題選考セッション
「学生・研修医 臨床研究」

14:00-15:00
優秀演題選考セッション
「学生・研修医 症例2」

17:20-17:50
ここだけはセミナー
12
「意外と簡単
臨床現場で必要
な血液浄化の原
理をはじめから丁
寧に」

18:00-18:30
ここだけはセミナー
13
「鎮痛・鎮静」

18:40-19:10
ここだけはセミナー
14
「敗血症：最初
の3時間」

領

救急科領域講習予定セッション

20:00

21:00

