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セッション名 時間 領域 セッションのテーマ・演題名 演者

1 第47回 よくわかるセミナー8 30分 呼吸管理（気道確保） 優しく理解 人工呼吸の換気モード 大塚　将秀

2 第47回 エキスパートセミナー1 30分 呼吸管理（呼吸不全） どうなの?酸素毒性(SpO2の目標は?) 小林　求

3 第48回 ここだけはセミナー22 30分 呼吸管理（呼吸不全） 腹臥位療法の生存率改善効果のメカニズム 小谷　透

4 第47回 Brian Kavanagh先生追悼講演 40分 呼吸管理（重症肺疾患） A New Concept for Lung Recruitment: Negative pressure is better than PEEP 吉田　健史

5 第47回 よくわかるセミナー9 30分 呼吸管理（重症肺疾患） どうするの?　肺保護換気 ARDSに対する肺保護戦略 今井　寛

6 第47回 よくわかるセミナー11 30分 循環管理（モニタリング） 1から学ぶ 心エコーの基本 野村　岳志

7 第48回 教育講演29 30分 循環管理（不整脈） 不整脈デバイス治療の有用性と問題点：感染、CT/MRI撮影、終末期での対処 相庭　武司

8 第48回 教育講演29 30分 循環管理（不整脈） 植込み型除細動器の頻回作動と不適切作動に対するトラブルシューティング 庄田　守男

9 第47回 教育講演2 40分 循環管理（不整脈） 不整脈非薬物治療ガイドラインで何が変わるのか？ 野上　昭彦

10 第48回 教育講演10 30分 循環管理（心不全） 集中治療医が知っておくべきSHDへの最新治療手技 林田　健太郎

11 第48回 教育講演10 30分 循環管理（モニタリング） 集中治療医が知っておくべきSHDI周術期の心エコー図評価法 新沼　廣幸

12 第47回 よくわかるセミナー18 30分 循環管理（心不全） あらためて学ぶ 急性心不全管理 佐藤　直樹

13 第47回 教育講演17 30分 循環管理（ショック） 敗血症性ショックと末梢循環不全 -Cold shockにどう立ち向かうのか?- 関野　元裕

14 第47回 よくわかるセミナー1 30分 循環管理（ショック） 1から学ぶ 侵襲と生体反応 小野　聡

15 第47回 教育講演1 30分 循環管理（ショック） 微小循環障害はなぜ起こる? ～血管透過性亢進の真相とは～ 岡田　英志

16 第47回 文献レビュー6 30分 循環管理（急性冠症候群） 循環集中治療 up to date 佐藤　直樹

17 第48回 教育講演16 30分 脳神経管理（脳卒中） 集中治療領域における脳神経のみかた 梁　成勲

18 第48回 教育講演6 60分 脳神経管理（心停止後症候群） ILCOR CoSTR2020と蘇生ガイドライン 坂本　哲也

19 第48回 招請講演5 40分 脳神経管理（痙攣性疾患） 集中治療のための急性期脳波モニタリングの基礎:難治てんかんのEMU モニタリングとの比較から 池田　昭夫

20 第48回 教育講演36 60分 感染症管理（敗血症） 日本版敗血症診療ガイドライン（J-SSCG）2020のポイントと将来展望 小倉　裕司

21 第47回 よくわかるセミナー2 30分 感染症管理（敗血症） 敗血症:最初の3時間ですべきこと 大下　慎一郎

22 第48回 教育講演4 30分 感染症管理（重症感染症） COVID19重症患者レジストリ　CRISISの果たす役割 橋本　悟

23 第48回 教育講演35 60分 感染症管理（抗菌薬） ICU における抗菌薬適正使用の潮流 藤谷　茂樹

24 第48回 教育講演17 60分 感染症管理（感染予防） 熱傷患者における感染対策 佐々木　淳一

25 第47回 教育講演9 30分 体液・電解質・栄養管理 重症患者に対するフェーズ別輸液戦略とモニタリング 小竹　良文

26 第47回 よくわかるセミナー12 30分 体液・電解質・栄養管理 明日から使える輸液の基本 多田羅　恒雄

27 第47回 エキスパートセミナー2 30分 体液・電解質・栄養管理 理論で学ぶ・血液浄化と薬物動態 山本　武人

28 第47回 よくわかるセミナー6 30分 体液・電解質・栄養管理 こう読み解く!血液ガス・酸塩基平衡・電解質 氏家　良人

29 第47回 教育講演4 30分 体液・電解質・栄養管理 AKIに対する新規薬物治療のエビデンス 土井　研人

30 第48回 ここだけはセミナー21 30分 体液・電解質・栄養管理 利尿薬：使うタイミングと何をつかう 土井　研人

31 第47回 エキスパートセミナー8 30分 体液・電解質・栄養管理 筋タンパク合成を科学する! ～筋タンパク合成とは何か?～ 中村　謙介

32 第48回 教育講演47 30分 体液・電解質・栄養管理 重症患者へのビタミン投与（ビタミンB1,C,D） 藤井　智子

33 第48回 ここだけはセミナー25 30分 体液・電解質・栄養管理 手術侵襲・全身炎症が及ぼす筋肉への影響 ～今、患者の筋肉に何が起こっているのか？～ 中村　謙介

34 第48回 招請講演1 40分 血液凝固管理（播種性血管内凝固） 楽しく学ぶDICの歴史と最新の病態生理 丸藤　哲

35 第48回 ここだけはセミナー26 30分 血液凝固管理（塞栓血栓症） ICUでの静脈血栓塞栓症の予防はどのようにすべきだろう？~集中治療医が知っておくべき事～ 山下　侑吾

36 第48回 教育講演22 30分 血液凝固管理（輸血療法） 重症外傷に対するDamage Control Resuscitation & Surgery 久志本　成樹

37 第48回 ここだけはセミナー6 30分 外因性救急疾患管理（外傷） Traumatic Bleeding Severity Score (TBSS) 小倉　崇以

38 第47回 教育講演11 30分 外因性救急疾患（急性体温異常） 集中治療患者の発熱と解熱療法を科学する 江木　盛時

39 第47回 文献レビュー7 30分 外因性救急疾患（急性体温異常） 重症病態における体温管理 矢田部　智昭

40 第48回 教育講演15 60分 外因性救急疾患管理（中毒） 集中治療医のための急性中毒アプローチ 織田　順

41 第47回 よくわかるセミナー13 30分 その他の集中治療管理（体外式心肺補助） 教えて!ECMOの基礎 服部　憲幸

42 第48回 ここだけはセミナー12 30分 その他の集中治療管理（体外式心肺補助） 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 森口　武史

43 第47回 文献レビュー10 30分 その他の集中治療管理（鎮静/鎮痛/せん妄） 集中治療と睡眠 関根　秀介

44 第48回 ここだけはセミナー13 30分 その他の集中治療管理（鎮静/鎮痛/せん妄） 鎮痛・鎮静 土井　松幸

45 第48回 教育講演34 30分 生命倫理 医療倫理と臨床倫理：概論 会田　薫子

46 第48回 招請講演3 40分 終末期医療 人生の最終段階に関する２つの厚生労働省ガイドライン―ACPの推進 樋口　範雄

47 第48回 教育講演13 60分 終末期医療 脳死下臓器提供の注意点と厚生労働省研究班の取り組み～法的脳死判定から家族支援まで～ 横田　裕行

48 第48回 教育講演5 60分 医療安全 チーム医療による先行的医療安全と集中治療部の役割 中村　京太

49 第48回 教育講演21 30分 急性膵炎診療ガイドライン2021：何がどう変わったか？ 真弓　俊彦

50 第48回 教育講演44 30分 非閉塞性腸管虚血(NOMI)の診断と治療 増野　智彦

51 第48回 招請講演8 40分 ICUと医療経済 田倉　智之

52 第48回 教育講演43 30分 ICUにおける骨格筋評価：CT、超音波、体組成計、バイオマーカー 中西　信人

53 第48回 ここだけはセミナー20 30分 今から使えるCT画像診断のコツ 山　直也

54 第47回 よくわかるセミナー4 30分 知ってる?PICSって何? 井上　茂亮

55 第48回 ここだけはセミナー4 30分 臨床研究の始め方 奥田　千恵子

56 第48回 教育講演9 30分 血液凝固管理（播種性血管内凝固） 集中治療領域におけるDIC 梅村　穣

57 第48回 教育講演41 30分 外因性救急疾患管理（熱傷） 多数重症熱傷患者発生時の対応 清住　哲郎

プログラム（都合により変更する場合があります）


