
第34回 日本呼吸療法医学会学術総会　沖縄で呼吸療法の津梁を極める

日程表　1日目 7月14日（土）

8:55-9:15　　　　会長講演
呼吸療法の新しい水平線を目指して 　演者：久木田一朗

8:50-8:55　　会長挨拶

9:20-11:50
シンポジウム１

肺保護療法の最適化をめざす
座長：氏家　良人、鶴田　良介　
演者：藤野　裕士、小谷　　透、
　　　長野　　修、長谷川隆一、

市場　晋吾　　　

9:10-10:00
特別講演1

人工肺による呼吸療法の課題と未来
座長：田勢長一郎
演者：寺崎　秀則

9:10-10:00 教育講演 1
人工呼吸の換気モードはARDS患者の

生命予後を改善させることができるのか？
座長：池崎　弘之
演者：時岡　宏明

10:05-10:55
招請講演1

呼吸器疾患における身体所見と臨床診断
座長：石原　英樹
演者：宮城征四郎

10:05-10:55
教育講演2

人工呼吸中の呼吸理学療法
座長：妙中　信之
演者：宮川　哲夫

11:00-11:50
招待講演

現代医療計画の問題点
座長：川前　金幸
演者：河原　和夫

12:00-13:00 ランチョンセミナー 1
慢性疾患患者病棟におけるEtCO2/SpO2/IPI

モニタリングの臨床試用研究報告
座長：夛田羅勝義

演者：滝口　尚子、田上　敦朗、山本　重則
共催：アイ・エム・アイ株式会社

13:10-14:00 特別教育講演 1
新しい呼吸モニタリング～Capnography, Today & Tomorrow

座長：玉城　正弘　
演者：Arthur A. Taft

共催：アイ・エム・アイ株式会社
14:00-15:30

シンポジウム2
体外式陽陰圧人工呼吸（BCV）の

新たなチャレンジ
－BCVが拓く新しい呼吸管理－
座長：柳下　芳寛、小谷　　透　
演者：庄野　敦子、渕上　竜也、
　　　川平　　稔、岡田　邦之　
共催：アイ・エム・アイ株式会社

11:00-11:50
教育講演3

気道浄化と人工呼吸器関連肺炎（VAP）対策
座長：遠井　健司
演者：田村富美子

12:00-13:00 ランチョンセミナー 2
急性呼吸不全患者と長期人工呼吸患者の

自発呼吸の評価と換気戦略
座長：星　　邦彦

演者：古川　力丸、齋藤　伸行
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

13:10-14:00
特別講演2

呼吸管理の根本となる呼吸生理
座長：安本　和正
演者：丸川征四郎

14:10-15:00
教育講演4

気管支肺胞洗浄（BAL）のハウツー
座長：山田　芳嗣
演者：谷口　博之

13:10-15:10
ワークショップ1

気管吸引ガイドライン改訂と普及に向けて
座長：中根　正樹、安保　弘子　
演者：森永　俊彦、平清水智実、
　　　林　　真理、鵜澤　吉宏、
　　　相嶋　一登、須賀　恭子、

16:30-18:00
ワークショップ2

災害時の呼吸療法の安全を確保するために
　　　　プランナー：尾崎　孝平、松川　　周

インテリジェントアシスタント：野口　裕幸、石井　宣大
　　コメンテーター：松川　　周、岡田　　正、
　　　　　　　　　　真田　一実、桑山　和茂、
　　　　　　　　　　丸岡　正則

17:00-19:00
第7回 HFOVフォーラム

1. 一般演題
　　座長：関口　幸男
　　演者：檜垣　　聡、櫻谷　正明

2. 動物肺を用いたHFOVのデモンストレーション
　　座長：中根　正樹

3. HFOVについてのQ&A
　　座長：中川　聡
　　コメンテーター：
　　　　　関口　幸男、中根　正樹、
　　　　　長野　　修、長谷川隆一

17:10-18:00
教育講演5

ARDSの画像からの病態・予後評価のアプローチ
座長：布宮　　伸
演者：一門　和哉

18:10-19:00
教育講演6

臨床工学技士による人工呼吸器の保守管理
座長：明石　　学
演者：吉岡　　淳

18:10-19:00
文化講演

琉球歴史の謎とロマン　琉球王朝文化のひろがり・・・
座長：行岡　秀和
演者：亀島　　靖
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9:00-9:50
一般演題（口演） O1

NPPV-1
座長：鈴川　正之

9:00-9:50
一般演題（口演） O6
チーム医療-1

座長：鈴木　裕之、卯野木　健

9:00-9:45
コメディカル講習会A-1

初心者でもわかる酸塩基平衡の基本
講師：尾崎　孝平

9:50-10:35
コメディカル講習会A-2

新しい気管吸引のガイドラインの骨子
講師：中根　正樹

10:45-11:30
コメディカル講習会A-3

すっきり理解：換気モードを整理する
講師：大塚　将秀

12:00-13:00
ランチョンセミナー4

Patient management during ECMO 
Extracorporeal membrane oxygenation

座長：竹田　晋浩
演者：Kenneth Palle Palmer
共催：フクダ電子株式会社

13:00-13:20
午後開始準備

13:20-14:05
コメディカル講習会A-4

人工呼吸中の呼吸理学療法はこうあるべき
講師：玉木　　彰

14:10-14:55
コメディカル講習会A-5
呼吸不全って何？
講師：鶴田　良介

15:05-15:50
コメディカル講習会A-6
NPPVの進め方と落とし穴

講師：星　　邦彦

15:55-16:40
コメディカル講習会A-7

人工呼吸器からの離脱はどう考えて行うか？
理論と実践力を身につけよう

講師：瀧賢　一郎

9:00-12:00

ポスター
掲示

9:50-10:30
一般演題（口演） O2

NPPV-2
座長：尾頭希代子

9:50-10:50
一般演題（口演） O7
チーム医療-2

座長：小林　敦子、宮庄　浩司
10:30-11:30

一般演題（口演） O3
患者管理

座長：小野寺睦雄

10:50-11:50
一般演題（口演） O8

理学療法-1
座長：鵜澤　吉宏、笹野　　寛

12:00-13:00
ランチョンセミナー3

新しいSCCM鎮静ガイドラインが与えるインパクト
座長：水谷　太郎
演者：長谷川隆一

共催：ホスピーラ・ジャパン株式会社
丸石製薬株式会社　　

12:00-15:30

ポスター
供覧

13:10-14:10
一般演題（口演） O4
インターフェース

座長：内山　昭則、中島　正一

13:10-14:10
一般演題（口演） O9

理学療法-2
座長：宮川　哲夫

14:10-15:00
教育講演7

人工呼吸中の非常事態への対応
座長：渡海　裕文
演者：磨田　　裕

14:10-15:00
一般演題（口演） O10
重症呼吸不全
座長：多治見公髙

16:50-17:40
特別教育講演2

ICUで役立つ統計学（基礎編）
座長：鶴田　良介
演者：新谷　　歩

17:00-18:10
一般演題（口演） O11

安全管理-1
座長：大塚　将秀、山本　信章

15:30-16:45

ポスター
示説

17:50-19:00
一般演題（口演） O5
呼吸・循環生理
座長：髙橋　伸二

18:10-19:00
一般演題（口演） O12

安全管理-2
座長：青木　郁香、島田　二郎

8:55-9:00　　挨拶

11:30-11:35　　午後開始説明

16:40-16:45　　点数説明・挨拶
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第34回 日本呼吸療法医学会学術総会　沖縄で呼吸療法の津梁を極める

日程表　2日目 7月15日（日）

8:30-8:55
総会

15:40-　　閉会の挨拶

9:00-9:50
基調講演

ECMO treatment -The most important breakpoints
座長：竹田　晋浩　　　　　
演者：Kenneth Palle Palmer

9:50-11:50
シンポジウム3

日本におけるECMOの成績を上げるには
座長：竹田　晋浩、岡元　和文　
演者：青景　聡之、鈴木　健一、
　　  中川　　聡、市場　晋吾

9:00-11:00
ワークショップ3

間質性肺炎の急性増悪に対する最新の治療法
座長：山口　　修  　　　　　　
演者：谷口　博之、小倉　高志、
　　　阿部　信二、柏　　庸三、
　　 三高千惠子、今泉　　均

9:00-9:50
教育講演8

人工呼吸中の栄養管理
座長：長野　　修
演者：星　　邦彦

10:00-10:50
教育講演9

睡眠と睡眠障害
座長：中沢　弘一
演者：名嘉村　博

11:00-11:50
緊急企画

病院移転に伴う人工呼吸患者70名の一斉移送の経験
座長：盛　　直久
演者：米山　重人

12:00-13:00
ランチョンセミナー5

ハイフローセラピー　人工呼吸療法の最近の潮流
座長：竹田　晋浩
演者：三井　誠司

共催：パシフィックメディコ株式会社

12:00-13:00 会長指名講演
Respiratory Care and Weaning of the Ventilated 

Patient in the United States of America
座長：須加原一博 　　　　
演者：Janet Nicolas Myers
※軽食200食を準備しています

13:10-14:40
ワークショップ4

慢性期人工呼吸－Post-ICU長期人工呼吸－
座長：丸川征四郎　　　　　　　
演者：奥野　邦男、岡本　綾子、
　　　米山　重人、田中　京子、
　　　玉城　正弘、関口　浩至　

11:00-11:50 招請講演 2
インフルエンザウイルス感染症の管理 
－重症例への対応も含めて－

座長：蝶名林直彦
演者：藤田　次郎

13:00-16:00
第14回日本呼吸療法医学会セミナー

実技コース

A） グラフィックモニタの見方＆
バッグ加圧実習

B）NPPV体験&呼吸理学療法実習

日本呼吸療法医学会セミナー委員会

13:10-15:40
シンポジウム4

呼吸療法における多職種連携と安全管理
座長：鮎川　勝彦、槇田　浩史　
演者：陶山　真一、出雲　明彦、
　　　森安　恵実、眞渕　　敏、

入田　和男 　　　
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9:00-10:00
一般演題（口演） O13

気道管理-1
座長：佐藤　大三

9:00-10:00
一般演題（口演） O17

小児-1
座長：田村　正徳

9:00-9:45
コメディカル講習会B-1
人工呼吸器トラブルから学ぶ

講師：野口　裕幸

9:50-10:35
コメディカル講習会B-2
呼吸療法の事故をなくそう：

自発呼吸のフィジカルアセスメント
講師：尾崎　孝平

10:45-11:30
コメディカル講習会B-3

呼吸療法に必要な胸部X線写真の読影
講師：山下　幸一

11:35-12:20
コメディカル講習会B-4

加温加湿の基本
講師：磨田　　裕

9:00-12:00

ポスター供覧

10:00-11:00
一般演題（口演） O14

気道管理-2
座長：宮地　哲也、小松　孝美

10:00-11:00
一般演題（口演） O18

小児-2
座長：石川　悠加

11:00-11:50
特別教育講演3

ICUで役立つ統計学（応用編）
座長：鶴田　良介
演者：新谷　　歩

12:00-13:00　ランチョンセミナー 6
座長：尾崎　孝平

The Effects of CPAP on Cardio-Respiratory Function
演者：Donald M. Pell

CPAPの上手な使い方とキーポイント
演者：尾崎　孝平

共催：株式会社インターメドジャパン

12:00-13:30

ポスター撤去

13:10-14:10
一般演題（口演） O15

栄養管理
座長：海塚　安郎、清水　孝宏

13:10-14:10
一般演題（口演） O19
体外式（心）肺補助

座長：関口　幸男、林　久美子

14:15-15:15
一般演題（口演） O16

換気モード
座長：桑迫　勇登

8:55-9:00　　挨拶

12:20-12:25　　点数説明・挨拶

第4会場

会議場A2

第5会場

会議場B2

ポスター会場

展示棟

コメディカル講習会会場

会議場A1


