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第1会場
大ホール

第2会場
小ホール1

第 3会場
小ホール2

第 4会場
展示場602＋603

第 5会場
展示場601

ポスター会場
展示場604＋605

企業展示
展示場604＋605

よくわかるセミナー1
心電図モニタの基本を理解しよう

【演者】畠山　　登【座長】笹野　　寛

開会挨拶

よくわかるセミナー2
やさしく学ぶ　呼吸生理と血液ガス

【演者】足立　裕史【座長】服部　友紀

8:30 ～ 9:10

8:25 ～ 8:30

教育講演1
集中治療文献レビュー

【演者】谷口　　巧【座長】若杉　雅浩

8:30 ～ 9:30

一般演題 口演 1
終末期・患者家族支援

【座長】吉田　省造，河合　佑亮

8:30 ～ 9:20

一般演題 口演 2
感染・敗血症・臓器障害

【座長】山口　　均，幸村　英文

9:35 ～ 10:45

一般演題 口演 4
補助循環・ECMO

【座長】坪内　宏樹，開　　正宏

14:00 ～ 14:50

一般演題 口演 3
早期リハビリテーション

【座長】高橋　利通，平澤　　純

14:00 ～ 15:10

一般演題
ポスター
1～ 11

教育講演 2
病態に合わせた人工呼吸管理

【演者】田中　竜馬【座長】桑原　勇治

企業展示

8:30 ～ 9:30 8:30 ～ 17:00

ガイドラインを読み解く1
早期リハビリテーション
エキスパートコンセンサス

【演者】安藤　守秀，髙橋　哲也
【座長】髙橋　哲也　　　　　　

11:10 ～ 12:10

パネルディスカッション1
早期リハビリテーションにおける

栄養療法の重要性
【演者】野々山忠芳，飯田　有輝
　　　 渡辺　伸一，柳　　明男
　　　 白井　邦博　　　　　　

【座長】小谷　穣治，髙橋　哲也

9:35 ～ 11:05

教育セミナー1
肺保護換気を科学する

【演者】橋本　　悟【座長】西脇　公俊

9:35 ～ 10:25

優秀演題賞選出セッション
【座長・審査員】祖父江和哉，桑原　勇治

【審査員】山崎　光章，今井　　寛
　　　　 赤松　　繁　　　　　　

10:35 ～ 12:15

パネルディスカッション2
集中治療における

終末期医療とDNAR
【演者】貝沼　関志，村松　恵多
　　　 枡田ゆかり，森田　麻己
　　　 山口　　均，服部　友紀

【座長】貝沼　関志，宇都宮明美

10:50 ～ 12:20

9:15 ～ 9:55

よくわかるセミナー3
終末期からエンド・オブ・ライフケアへガイドラインと

ナラティブの transition care
【演者】宇都宮明美【座長】藤井　晃子

10:00 ～ 10:40

よくわかるセミナー4
正しい酸素投与方法

【演者】西村　匡司【座長】土田　英昭

10:45 ～ 11:25

特別講演
情報の新規ロジスティックシステム：exosome
による炎症と凝固の播種化・遠隔化・全身化
【演者】丸山　征郎【座長】西田　　修

11:30 ～ 12:20

教育セミナー2
せん妄とPICS予防を意識したJ-PADの活用
【演者】布宮　　伸【座長】土井　松幸

12:30 ～ 13:20

連絡協議会
13:30 ～ 13:50

教育セミナー3
多臓器不全における臓器連関の破綻と予後
【演者】土井　研人【座長】西村　匡司

12:30 ～ 13:20

教育セミナー4
集中治療における凝固線溶異常とその対策
【演者】射場　敏明【座長】小倉　真治

12:30 ～ 13:20
教育セミナー5

Biomarker Procalcitonin
―重症感染症におけるPCTの有用性―

【演者】石川　清仁【座長】谷口　　巧

12:30 ～ 13:20

教育講演3
国際誌にアクセプトされる統計学

【演者】新谷　　歩【座長】西田　一貴

14:00 ～ 15:00
教育セミナー6

若手集中治療医・看護師・臨床工学士が、
はじめて臨床研究を行う際に必要な

発想・解析・執筆方法
【演者】田上　　隆【座長】小倉　裕司

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（実技）

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（講義）

15:10 ～ 16:10
1. 呼吸・ARDS・ECMO・喘息

【座長】栗山　直英
15:10 ～ 16:10
2. 早期リハビリテーション

【座長】川瀬　正樹，野々山忠芳
15:10 ～ 16:10
3. 敗血症・RRS

【座長】岡島　正樹
15:10 ～ 16:10
4. 特筆すべき症例1

【座長】三浦　政直
15:10 ～ 16:20
5. 医療安全・モニタリング

【座長】稲葉　英夫，興津　英和
15:10 ～ 16:00
6. 循環管理

【座長】新美　太祐
16:00 ～ 17:10
7. 中毒・救急・災害

【座長】中川　　隆
16:10 ～ 17:10
8. チーム医療・教育

【座長】井上　保介，乾　　早苗
16:10 ～ 17:10
9. 特筆すべき症例2

【座長】柴田　純平
16:10 ～ 17:00
10.NPPV・ハイフローセラピー

【座長】丸山　一男
16:10 ～ 17:10
11. 栄養・鎮静・鎮痛

【座長】小幡由佳子，伊藤　明美

14:00 ～ 14:50

教育講演4
侵襲後生体反応における脂質メディエーターの役割
【演者】松田　明久【座長】武山　直志

14:55 ～ 15:35

16:30 ～ 18:30

15:30 ～ 16:30

教育セミナー7
神経集中治療はER（病院前）より

【演者】豊田　　泉【座長】祖父江和哉

15:40 ～ 16:30

ガイドラインを読み解く2
重症患者の栄養療法ガイドライン（各論）
【演者】小谷　穣治【座長】平手　博之

14:00 ～ 15:00

ガイドラインを読み解く3
日本版敗血症診療ガイドライン vs SSCG

【演者】小倉　裕司，原　　嘉孝
　　　 松嶋　麻子，矢田部智昭
　　　 江木　盛時　　　　　　

【座長】小倉　裕司，江木　盛時

15:05 ～ 16:35

ガイドラインを読み解く4
AKI ガイドライン

【演者】土井　研人【座長】藤田　義人

16:40 ～ 17:20

Pros＆Cons
面会は制限すべきか ?

【演者】大城　祐樹，上坂　真弓
【座長】高須　宏江，濱本　実也

15:05 ～ 15:45

よくわかるセミナー5
人工呼吸器のグラフィックから
換気の病態生理を理解しよう

【演者】方山　真朱【座長】伊藤　彰師

15:50 ～ 16:30

よくわかるセミナー6
なぜ？に答える輸液・電解質・酸塩基平衡
【演者】松田　直之【座長】藤林　哲男

16:35 ～ 17:15

17:15 ～ 17:20

日本集中治療医学会第1回東海北陸支部学術集会
タ イ ム テ ー ブ ル

閉会挨拶

15:10 ～ 17:10
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企業展示
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よくわかるセミナー1
心電図モニタの基本を理解しよう

【演者】畠山　　登【座長】笹野　　寛

開会挨拶

よくわかるセミナー2
やさしく学ぶ　呼吸生理と血液ガス

【演者】足立　裕史【座長】服部　友紀

8:30 ～ 9:10

8:25 ～ 8:30

教育講演1
集中治療文献レビュー

【演者】谷口　　巧【座長】若杉　雅浩

8:30 ～ 9:30

一般演題 口演 1
終末期・患者家族支援

【座長】吉田　省造，河合　佑亮

8:30 ～ 9:20

一般演題 口演 2
感染・敗血症・臓器障害

【座長】山口　　均，幸村　英文

9:35 ～ 10:45

一般演題 口演 4
補助循環・ECMO

【座長】坪内　宏樹，開　　正宏

14:00 ～ 14:50

一般演題 口演 3
早期リハビリテーション

【座長】高橋　利通，平澤　　純

14:00 ～ 15:10

一般演題
ポスター
1～ 11

教育講演 2
病態に合わせた人工呼吸管理

【演者】田中　竜馬【座長】桑原　勇治

企業展示

8:30 ～ 9:30 8:30 ～ 17:00

ガイドラインを読み解く1
早期リハビリテーション
エキスパートコンセンサス

【演者】安藤　守秀，髙橋　哲也
【座長】髙橋　哲也　　　　　　

11:10 ～ 12:10

パネルディスカッション1
早期リハビリテーションにおける

栄養療法の重要性
【演者】野々山忠芳，飯田　有輝
　　　 渡辺　伸一，柳　　明男
　　　 白井　邦博　　　　　　

【座長】小谷　穣治，髙橋　哲也

9:35 ～ 11:05

教育セミナー1
肺保護換気を科学する

【演者】橋本　　悟【座長】西脇　公俊

9:35 ～ 10:25

優秀演題賞選出セッション
【座長・審査員】祖父江和哉，桑原　勇治

【審査員】山崎　光章，今井　　寛
　　　　 赤松　　繁　　　　　　

10:35 ～ 12:15

パネルディスカッション2
集中治療における

終末期医療とDNAR
【演者】貝沼　関志，村松　恵多
　　　 枡田ゆかり，森田　麻己
　　　 山口　　均，服部　友紀

【座長】貝沼　関志，宇都宮明美

10:50 ～ 12:20

9:15 ～ 9:55

よくわかるセミナー3
終末期からエンド・オブ・ライフケアへガイドラインと

ナラティブの transition care
【演者】宇都宮明美【座長】藤井　晃子

10:00 ～ 10:40

よくわかるセミナー4
正しい酸素投与方法

【演者】西村　匡司【座長】土田　英昭

10:45 ～ 11:25

特別講演
情報の新規ロジスティックシステム：exosome
による炎症と凝固の播種化・遠隔化・全身化
【演者】丸山　征郎【座長】西田　　修

11:30 ～ 12:20

教育セミナー2
せん妄とPICS予防を意識したJ-PADの活用
【演者】布宮　　伸【座長】土井　松幸

12:30 ～ 13:20

連絡協議会
13:30 ～ 13:50

教育セミナー3
多臓器不全における臓器連関の破綻と予後
【演者】土井　研人【座長】西村　匡司

12:30 ～ 13:20

教育セミナー4
集中治療における凝固線溶異常とその対策
【演者】射場　敏明【座長】小倉　真治

12:30 ～ 13:20
教育セミナー5

Biomarker Procalcitonin
―重症感染症におけるPCTの有用性―

【演者】石川　清仁【座長】谷口　　巧

12:30 ～ 13:20

教育講演3
国際誌にアクセプトされる統計学

【演者】新谷　　歩【座長】西田　一貴

14:00 ～ 15:00
教育セミナー6

若手集中治療医・看護師・臨床工学士が、
はじめて臨床研究を行う際に必要な

発想・解析・執筆方法
【演者】田上　　隆【座長】小倉　裕司

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（実技）

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（講義）

15:10 ～ 16:10
1. 呼吸・ARDS・ECMO・喘息

【座長】栗山　直英
15:10 ～ 16:10
2. 早期リハビリテーション

【座長】川瀬　正樹，野々山忠芳
15:10 ～ 16:10
3. 敗血症・RRS

【座長】岡島　正樹
15:10 ～ 16:10
4. 特筆すべき症例1

【座長】三浦　政直
15:10 ～ 16:20
5. 医療安全・モニタリング

【座長】稲葉　英夫，興津　英和
15:10 ～ 16:00
6. 循環管理

【座長】新美　太祐
16:00 ～ 17:10
7. 中毒・救急・災害

【座長】中川　　隆
16:10 ～ 17:10
8. チーム医療・教育

【座長】井上　保介，乾　　早苗
16:10 ～ 17:10
9. 特筆すべき症例2

【座長】柴田　純平
16:10 ～ 17:00
10.NPPV・ハイフローセラピー

【座長】丸山　一男
16:10 ～ 17:10
11. 栄養・鎮静・鎮痛

【座長】小幡由佳子，伊藤　明美

14:00 ～ 14:50

教育講演4
侵襲後生体反応における脂質メディエーターの役割
【演者】松田　明久【座長】武山　直志

14:55 ～ 15:35

16:30 ～ 18:30

15:30 ～ 16:30

教育セミナー7
神経集中治療はER（病院前）より

【演者】豊田　　泉【座長】祖父江和哉

15:40 ～ 16:30

ガイドラインを読み解く2
重症患者の栄養療法ガイドライン（各論）
【演者】小谷　穣治【座長】平手　博之

14:00 ～ 15:00

ガイドラインを読み解く3
日本版敗血症診療ガイドライン vs SSCG

【演者】小倉　裕司，原　　嘉孝
　　　 松嶋　麻子，矢田部智昭
　　　 江木　盛時　　　　　　

【座長】小倉　裕司，江木　盛時

15:05 ～ 16:35

ガイドラインを読み解く4
AKI ガイドライン

【演者】土井　研人【座長】藤田　義人

16:40 ～ 17:20

Pros＆Cons
面会は制限すべきか ?

【演者】大城　祐樹，上坂　真弓
【座長】高須　宏江，濱本　実也

15:05 ～ 15:45

よくわかるセミナー5
人工呼吸器のグラフィックから
換気の病態生理を理解しよう

【演者】方山　真朱【座長】伊藤　彰師

15:50 ～ 16:30

よくわかるセミナー6
なぜ？に答える輸液・電解質・酸塩基平衡
【演者】松田　直之【座長】藤林　哲男

16:35 ～ 17:15

17:15 ～ 17:20

日本集中治療医学会第1回東海北陸支部学術集会
タ イ ム テ ー ブ ル

閉会挨拶

15:10 ～ 17:10

9:00

8:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第1会場
大ホール

第2会場
小ホール1

第 3会場
小ホール2

第 4会場
展示場602＋603

第 5会場
展示場601

ポスター会場
展示場604＋605

企業展示
展示場604＋605

よくわかるセミナー1
心電図モニタの基本を理解しよう

【演者】畠山　　登【座長】笹野　　寛

開会挨拶

よくわかるセミナー2
やさしく学ぶ　呼吸生理と血液ガス

【演者】足立　裕史【座長】服部　友紀

8:30 ～ 9:10

8:25 ～ 8:30

教育講演1
集中治療文献レビュー

【演者】谷口　　巧【座長】若杉　雅浩

8:30 ～ 9:30

一般演題 口演 1
終末期・患者家族支援

【座長】吉田　省造，河合　佑亮

8:30 ～ 9:20

一般演題 口演 2
感染・敗血症・臓器障害

【座長】山口　　均，幸村　英文

9:35 ～ 10:45

一般演題 口演 4
補助循環・ECMO

【座長】坪内　宏樹，開　　正宏

14:00 ～ 14:50

一般演題 口演 3
早期リハビリテーション

【座長】高橋　利通，平澤　　純

14:00 ～ 15:10

一般演題
ポスター
1～ 11

教育講演 2
病態に合わせた人工呼吸管理

【演者】田中　竜馬【座長】桑原　勇治

企業展示

8:30 ～ 9:30 8:30 ～ 17:00

ガイドラインを読み解く1
早期リハビリテーション
エキスパートコンセンサス

【演者】安藤　守秀，髙橋　哲也
【座長】髙橋　哲也　　　　　　

11:10 ～ 12:10

パネルディスカッション1
早期リハビリテーションにおける

栄養療法の重要性
【演者】野々山忠芳，飯田　有輝
　　　 渡辺　伸一，柳　　明男
　　　 白井　邦博　　　　　　

【座長】小谷　穣治，髙橋　哲也

9:35 ～ 11:05

教育セミナー1
肺保護換気を科学する

【演者】橋本　　悟【座長】西脇　公俊

9:35 ～ 10:25

優秀演題賞選出セッション
【座長・審査員】祖父江和哉，桑原　勇治

【審査員】山崎　光章，今井　　寛
　　　　 赤松　　繁　　　　　　

10:35 ～ 12:15

パネルディスカッション2
集中治療における

終末期医療とDNAR
【演者】貝沼　関志，村松　恵多
　　　 枡田ゆかり，森田　麻己
　　　 山口　　均，服部　友紀

【座長】貝沼　関志，宇都宮明美

10:50 ～ 12:20

9:15 ～ 9:55

よくわかるセミナー3
終末期からエンド・オブ・ライフケアへガイドラインと

ナラティブの transition care
【演者】宇都宮明美【座長】藤井　晃子

10:00 ～ 10:40

よくわかるセミナー4
正しい酸素投与方法

【演者】西村　匡司【座長】土田　英昭

10:45 ～ 11:25

特別講演
情報の新規ロジスティックシステム：exosome
による炎症と凝固の播種化・遠隔化・全身化
【演者】丸山　征郎【座長】西田　　修

11:30 ～ 12:20

教育セミナー2
せん妄とPICS予防を意識したJ-PADの活用
【演者】布宮　　伸【座長】土井　松幸

12:30 ～ 13:20

連絡協議会
13:30 ～ 13:50

教育セミナー3
多臓器不全における臓器連関の破綻と予後
【演者】土井　研人【座長】西村　匡司

12:30 ～ 13:20

教育セミナー4
集中治療における凝固線溶異常とその対策
【演者】射場　敏明【座長】小倉　真治

12:30 ～ 13:20
教育セミナー5

Biomarker Procalcitonin
―重症感染症におけるPCTの有用性―

【演者】石川　清仁【座長】谷口　　巧

12:30 ～ 13:20

教育講演3
国際誌にアクセプトされる統計学

【演者】新谷　　歩【座長】西田　一貴

14:00 ～ 15:00
教育セミナー6

若手集中治療医・看護師・臨床工学士が、
はじめて臨床研究を行う際に必要な

発想・解析・執筆方法
【演者】田上　　隆【座長】小倉　裕司

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（実技）

ハンズオンセミナー
早期リハビリテーション
シミュレーションコース

（講義）

15:10 ～ 16:10
1. 呼吸・ARDS・ECMO・喘息

【座長】栗山　直英
15:10 ～ 16:10
2. 早期リハビリテーション

【座長】川瀬　正樹，野々山忠芳
15:10 ～ 16:10
3. 敗血症・RRS

【座長】岡島　正樹
15:10 ～ 16:10
4. 特筆すべき症例1

【座長】三浦　政直
15:10 ～ 16:20
5. 医療安全・モニタリング

【座長】稲葉　英夫，興津　英和
15:10 ～ 16:00
6. 循環管理

【座長】新美　太祐
16:00 ～ 17:10
7. 中毒・救急・災害

【座長】中川　　隆
16:10 ～ 17:10
8. チーム医療・教育

【座長】井上　保介，乾　　早苗
16:10 ～ 17:10
9. 特筆すべき症例2

【座長】柴田　純平
16:10 ～ 17:00
10.NPPV・ハイフローセラピー

【座長】丸山　一男
16:10 ～ 17:10
11. 栄養・鎮静・鎮痛

【座長】小幡由佳子，伊藤　明美

14:00 ～ 14:50

教育講演4
侵襲後生体反応における脂質メディエーターの役割
【演者】松田　明久【座長】武山　直志

14:55 ～ 15:35

16:30 ～ 18:30

15:30 ～ 16:30

教育セミナー7
神経集中治療はER（病院前）より

【演者】豊田　　泉【座長】祖父江和哉

15:40 ～ 16:30

ガイドラインを読み解く2
重症患者の栄養療法ガイドライン（各論）
【演者】小谷　穣治【座長】平手　博之

14:00 ～ 15:00

ガイドラインを読み解く3
日本版敗血症診療ガイドライン vs SSCG

【演者】小倉　裕司，原　　嘉孝
　　　 松嶋　麻子，矢田部智昭
　　　 江木　盛時　　　　　　

【座長】小倉　裕司，江木　盛時

15:05 ～ 16:35

ガイドラインを読み解く4
AKI ガイドライン

【演者】土井　研人【座長】藤田　義人

16:40 ～ 17:20

Pros＆Cons
面会は制限すべきか ?

【演者】大城　祐樹，上坂　真弓
【座長】高須　宏江，濱本　実也

15:05 ～ 15:45

よくわかるセミナー5
人工呼吸器のグラフィックから
換気の病態生理を理解しよう

【演者】方山　真朱【座長】伊藤　彰師

15:50 ～ 16:30

よくわかるセミナー6
なぜ？に答える輸液・電解質・酸塩基平衡
【演者】松田　直之【座長】藤林　哲男

16:35 ～ 17:15

17:15 ～ 17:20

日本集中治療医学会第1回東海北陸支部学術集会
タ イ ム テ ー ブ ル

閉会挨拶

15:10 ～ 17:10
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