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第１会場 第２会場 第３会場 第４会場
1階  大ホール 2階  22会議室 3階  31会議室 4階  41会議室
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15:00

16:00

17:00

タ イ ム テ ー ブ ル

9:00 〜 10:30

教育講演（C)1
呼吸療法の
ABCとピットフォール

【座長】神戸 幸司，中村 光宏
【演者】開 正宏
 小山 昌利
 石橋 一馬

12:45 〜 14:15

教育講演（C)3
ECMOの
ABCとピットフォール

【座長】北本 憲永，櫻井 修
【演者】小山 富生
 行光 昌宏
 藤浦 拓也

14:20 〜 15:50

教育講演（C)4
急性血液浄化療法の
ABCとピットフォール

【座長】田島 志緒里，富田 淳哉
【演者】峰松 佑輔
 江間 信吾
 柚原 利至

16:05 〜 16:55

一般演題口演(C)1
臨床工学技士2

【座長】窪 孝充，中村 博一

10:40 〜 11:10	 教育講演（C)2
臨床工学技士が集中治療領域に
関わるには

【座長】興津 英和 【演者】森實 雅司

9:00 〜 9:30	 教育講演（N)1
補助循環装置を装着している
患者の看護

【座長】乾 早苗 【演者】蔵 サユリ

9:35 〜 10:05	 教育講演（N)2
PICS対策としての看護ケア

【座長】本家 淳子 【演者】河合 佑亮

10:10 〜 10:40	 教育講演（N)3
特定行為に係る
看護師に求められる看護とは

【座長】佐藤 慎哉 【演者】辻 俊行

10:45 〜 11:15	 教育講演（N)4
診療看護師（NP）は集中治療にお
けるチーム医療に貢献できるのか？

【座長】豊﨑 曜子 【演者】森 一直

12:45 〜 13:15	 教育講演（N)5
集中治療における
倫理的意思決定支援の実際

【座長】藤井 晃子 【演者】豊﨑 曜子

13:55 〜 14:25	 教育講演（N)7
せん妄予防バンドルの導入の
取組み

【座長】河合 佑亮 【演者】北山 未央

14:30 〜 15:00	 教育講演（N)8
集中治療後症候群（Post-Intensive	
Care	Syndrome:	PICS）とその予防

【座長】桒原 勇治 【演者】櫻本 秀明

13:20 〜 13:50	 教育講演（N)6
当院でのPICS予防に対する取り組み
〜ICUダイアリーを導入して〜

【座長】石原 靖乃 【演者】桒原 勇治

9:15 〜 10:10

集中治療文献レビュー
呼吸管理　最近の話題

【座長】中島 芳樹
【演者】今井 寛

10:20 〜 11:10
教育セミナー1
Tele-ICUはこれからの集中治療
に必要か？

【座長】土井 松幸 【演者】小谷 透
共催：  株式会社フィリップス・ジャパン

14:15 〜 14:55	教育セミナー6
Electrical	storm	に対する
landiololの役割

【座長】西脇 公俊 【演者】岩崎 雄樹
共催：小野薬品工業株式会社

11:30 〜 12:30

教育セミナー（ランチョン）1
ICUにおける鎮痛、鎮静	
―PADISガイドラインを

読み解くー
【座長】祖父江 和哉 【演者】谷口 巧
共催：丸石製薬株式会社

15:10 〜 16:00
教育セミナー（アフタヌーン）1
たかが血圧、されど血圧。
血圧から未来を照らす

【座長】若杉 雅浩 【演者】臼田 孝史
共催：日本光電工業株式会社

15:10 〜 16:00
教育セミナー（アフタヌーン）2
敗血症性多臓器不全の
Up	To	Date

【座長】畠山 登 【演者】垣花 泰之
共催：旭化成ファーマ株式会社

11:30 〜 12:30

教育セミナー（ランチョン）2
ICUにおける抗菌薬の使い方
〜基本から
　　　最新アップデートまで

【座長】小倉 真治 【演者】志馬 伸朗
共催：MSD株式会社

9:00 〜 9:40
教育講演（D)1
若手医師・看護師向け！
疑いから始める循環管理

【座長】松島 暁 【演者】奥村 将年

8:45 〜 9:00
開会挨拶

17:00 〜 17:15
最優秀演題賞表彰／閉会挨拶

9:45 〜 10:25
教育講演（D)2
集中治療スタッフも産科を
もっと知ろう

【座長】渥美 生弘 【演者】佐野 文昭

10:30 〜 11:10
教育講演（D)3
Immunothrombosis
（免疫血栓）と多臓器不全
【座長】酒井 宏明 【演者】下村 泰代

12:45 〜 13:25
教育講演（D)4
中毒診療における集中治療医の役割
〜化学・生物テロ対策も含めて〜

【座長】岡島 正樹 【演者】土井 智章

13:30 〜 14:10
教育講演（D)5
ICUにおける鎮静鎮痛

【座長】御室 総一郎 
【演者】加藤 弘美

16:05 〜 16:55

一般演題口演(D)3
呼吸他

【座長】山本 拓巳

16:05 〜 16:55

一般演題口演(N)1
終末期・支援

【座長】桒原 勇治

12:45 〜 15:45

シンポジウム2
急性期リハビリテーションを
考える

【座長】祖父江 和哉，山内 克哉
【演者】山内 克哉
 高尾 昌資
 水谷 公司
 野々山 忠芳
 仙頭 佳起
 中村 健



－ 5 －－ 4 －

第５会場 第６会場 ポスター会場1・2 企業展示
4階  43会議室 5階  52会議室 2階・3階 大ホールホワイエ 1階  大ホールホワイエ

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

9:00 〜 11:00

シンポジウム1
集中治療での薬剤師の役割を
考える

【座長】小倉 真治
【演者】山田 尚広
 竹本 雄一
 小林 亮
 吉田 省造

14:25 〜 14:55	 教育講演（0)1
日本の栄養問題から考える周術
期栄養管理のこれから

【座長】山下 千鶴 【演者】伊藤 明美

9:00 〜 11:00

優秀演題賞選出セッション
【座　長】赤松 繁
 　藤井 晃子

【審査員】伊藤 彰師
 　山下 千鶴
 　若杉 雅浩

【演　者】安田 　立，西本 久子
 　北村 倫子，本田 勝亮
 　小林 恵里，吉田 有紀子
 　中村 元春，中井 浩司

12:45 〜 13:35
教育セミナー2
基礎からわかる敗血症の病態
と血液浄化法

【座長】松田 直之 【演者】森山 和広
共催：東レ・メディカル株式会社

13:40 〜 14:20
教育セミナー4
栄養から考えるPICS対策

【座長】武山 直志 【演者】西田 修
共催：株式会社大塚製薬工場

13:40 〜 14:20
教育セミナー5
換気モード－この70年間の変遷

【座長】赤松 繁 【演者】大塚 将秀
共催：フクダ電子神奈川販売株式会社

12:45 〜 13:35
教育セミナー3
呼吸器感染症診療における
プロカルシトニンの役割
〜経時的測定の有用性を中心に〜

【座長】齊藤 律子 【演者】伊藤 明広

15:10 〜 16:00
教育セミナー（アフタヌーン）3
周術期栄養管理における
免疫栄養の再考

【座長】西田 修 【演者】安部 哲也
共催：  ネスレ日本株式会社ネスレ 

ヘルスサイエンスカンパニー

11:30 〜 12:30

教育セミナー（ランチョン）3
血漿分画製剤のウイルス安全性

【座長】今井 寛 【演者】柚木 幹弘

共催：
一般社団法人日本血液製剤機構

11:30 〜 12:30

教育セミナー（ランチョン）4
周術期の自動記録と薬物投与

【座長】重見 研司 
【演者】林 夏美，讃岐 美智義

共催：テルモ株式会社

14:25 〜 15:05

一般演題口演(D)1
感染・敗血症１

【座長】土井 智章

15:10 〜 16:00

一般演題口演(D)2
感染・敗血症２

【座長】高須 宏江

14:00 〜 15:00

一般演題ポスター

16:00 〜 17:00

一般演題ポスター16:05 〜 16:55

一般演題口演(D)4
救急他

【座長】服部 友紀

16:05 〜 16:45

一般演題口演(D)5
感染・敗血症３

【座長】加藤 弘美

8:30 〜 17:00

企業展示

共催：
ロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社／
サーモフィッシャーダ
イアグノスティックス
株式会社

14:00 〜 15:00

一般演題ポスター (D)1
循環

【座長】鈴木 祐二

一般演題ポスター (D)2
補助循環

【座長】奥村 将年

一般演題ポスター (N)1
リハビリ・せん妄

【座長】神谷 有里子

16:00 〜 17:00

一般演題ポスター (D)3
中枢神経・せん妄

【座長】柴田 純平

一般演題ポスター (D)4
代謝他

【座長】杉本 憲治

一般演題ポスター (D)5
血液・他

【座長】山口 均

一般演題ポスター (D)6
産科・ショック

【座長】小幡 由佳子

一般演題ポスター (N)2
看護

【座長】長谷川 桃子

一般演題ポスター (C)1
臨床工学技士1

【座長】前田 智美

2階

2階

3階

2階

2階

3階

3階

3階

2階


