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6 月 4 日（木）
17：00～18：00

呼吸 R01 ベーシック 第 3 会場 今さら訊けない分離肺換気の基礎知
識とテクニック 札幌南三条病院 中山	禎人

小児 R03 ベーシック 第 4 会場 小児麻酔のためのファーマコメトリ
クス 昭和大学医学部麻酔科学講座 増井	健一

循環 R05 アドバンスト 第 10 会場 血液凝固と Point-of-Care テスト 京都府立医科大学	疼痛・緩和医
療学教室 小川	覚

麻酔科 
関連-1 R07 ベーシック 第 12 会場 専門医試験に学ぶ静脈麻酔 福島県立医科大学附属病院 小原	伸樹

ペイン緩和・ 
局所麻酔 R09 アドバンスト 第 13 会場 新しい筋膜間ブロック～覧古考新～ 旭川医科大学病院 笹川	智貴

麻酔全般 R10 ベーシック 第 14 会場 安全な中心静脈カテーテル挿入のた
めの基本ルール 杏林大学医学部麻酔科学教室 徳嶺	譲芳

麻酔科 
関連-2 R12 ベーシック 第 16 会場 手術室スタッフの職業被曝―その原

理と防御の基礎知識 福島県立医科大学 黒澤	伸

18：30～19：30

神経 R02 アドバンスト 第 3 会場 麻酔科医が知っておきたい周術期神
経系モニタリング法

東北大学	医学部	麻酔科学・周
術期医学分野 鎌田	ことえ

救急・ICU R04 ベーシック 第 4 会場 心肺蘇生のアップデート―あなたは手
術室での心肺停止に対応できますか?― 徳島大学病院 田中	克哉

麻酔科 
関連-2 R06 ベーシック 第 10 会場 食道手術の麻酔 恵佑会札幌病院 小村	好弘

神経 R08 ベーシック 第 12 会場 PICS 患者の認知機能障害 神戸大学大学院医学研究科外科系講座	災
害・救急医学分野	先進救命救急医学部門 井上	茂亮

小児 R11 アドバンスト 第 14 会場 小児の術中神経機能モニタリング
（MEP/SEP/BCR） 奈良県立医科大学 林	浩伸

産科 R13 アドバンスト 第 16 会場 産後過多出血を理解して対策を立てる 順天堂大学医学部附属練馬病院 岡田	尚子

6 月 5 日（金）
8：00～9：00

小児 R14 ベーシック 第 2 会場 小児におけるエコーガイド下末梢血
管穿刺のコツ あいち小児保健医療総合センター 渡邉	文雄

循環 R15 ベーシック 第 4 会場 TEE の ABC 旭川医科大学病院 遠山	裕樹

救急・ICU R16 アドバンスト 第 9 会場 麻酔科医が知っておくべき ARDS の
最新情報

自治医科大学附属さいたま医療
センター	麻酔科・集中治療部 讃井	將満

麻酔科 
関連-1 R17 アドバンスト 第 11 会場 麻酔科医が習熟すべき局所解剖 岡山大学病院	集中治療部 武田	吉正

ペイン緩和・ 
局所麻酔 R18 ベーシック 第 13 会場 専門医が必ず知っておく末梢神経ブ

ロック 長崎大学病院 村田	寛明

呼吸 R19 ベーシック 第 15 会場 酸素の功罪と適切な酸素化 岡山大学病院	集中治療部 鈴木	聡

麻酔全般 R20 アドバンスト 第 16 会場 臨床研究法が求める研究指針 三重大学医学部附属病院 丸山	一男

産科 R21 アドバンスト 第 17 会場 妊産婦の蘇生における麻酔科医の役割 順天堂大学 角倉	弘行
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17：00～18：00
麻酔科 
関連-1 R22 アドバンスト 第 9 会場 救急患者の麻酔術前検査と評価 埼玉医科大学総合医療センター 小山	薫

麻酔全般 R23 ベーシック 第 11 会場 麻酔科医が知っておくべき手術室で
の誤認防止策 横浜市立大学附属病院 菊地	龍明

麻酔科 
関連-2 R24 アドバンスト 第 12 会場 病的肥満患者の病態生理 筑波大学医学・医療系 山本	純偉

小児 R25 ベーシック 第 15 会場 麻酔と幼若脳 東京慈恵会医科大学附属病院 上園	晶一

ペイン緩和・ 
局所麻酔 R26 ベーシック 第 16 会場 慢性疼痛患者の周術期管理 京都府立医科大学麻酔科学教室 上野	博司

呼吸 R27 アドバンスト 第 17 会場 局所の肺を見る：Electrical	Impedance	
Tomography 昭和大学医学部集中治療医学講座 小谷	透

6 月 6 日（土）
8：00～9：00

麻酔科 
関連-2 R29 ベーシック 第 4 会場 高齢者医学からみた麻酔管理の問題

点と対策
国立国際医療研究センター病院	
麻酔科 長田	理

麻酔科 
関連-1 R30 ベーシック 第 6 会場 医療ガスの基礎知識 東邦大学医療センター大森病院 佐藤	暢一

小児 R31 アドバンスト 第 8 会場 小児における周術期の凝固系 ニューヨーク市立大学 中山	力恒

ペイン緩和・ 
局所麻酔 R32 アドバンスト 第 9 会場 周術期管理に東洋医学を取り入れる 京都大学医学部附属病院 植月	信雄

循環 R33 ベーシック 第 11 会場 周術期不整脈への対策 桜橋渡辺病院 林	行雄

13：30～14：30
麻酔科 
関連-2 R34 アドバンスト 第 2 会場 OSAS の周術期管理 東邦大学医療センター大森病院 落合	亮一

麻酔全般 R28 アドバンスト 第 4 会場 単回医療機器の現状と再製造単回使
用医療機器 大阪大学医学部附属病院 高階	雅紀

呼吸 R37 アドバンスト 第 6 会場 気道管理のデバイスとコスト 順天堂大学医学部	麻酔科学・ペ
インクリニック講座 川越	いづみ

産科 R39 ベーシック 第 9 会場 無痛分娩の基礎 大阪大学大学院医学系研究科	生体統
御医学講座	麻酔・集中治療医学教室 大瀧	千代

神経 R41 アドバンスト 第 11 会場
オキシトシンはμオピオイド受容体へ
positive	allosteric	modulator	（PAM）	
として作用し鎮痛効果を示す

獨協医科大学病院 山口	重樹	
（座長）

国立がん研究センター研究所／国立がん研究センター先端医療開発
センター／国立がん研究センター中央病院	支持療法開発センター 上園	保仁

15：00～16：00

神経 R35 ベーシック 第 2 会場 遷延性術後痛 岐阜大学大学院医学系研究科	周
術期女性医師活躍支援講座 杉山	陽子

産科 R36 ベーシック 第 4 会場 帝王切開後頭痛の鑑別と治療 都立多摩総合医療センター 田辺	瀬良美

救急・ICU R38 ベーシック 第 6 会場 Rapid	Response	system	（RRS）	の概念と最前
線―How	to	identify	the	patient	in	crisis― 奈良県総合医療センター 安宅	一晃

呼吸 R40 ベーシック 第 9 会場 周術期管理における肺エコー：麻酔
科医が知って得する使い方 島根大学医学部附属病院麻酔科 森	英明

循環 R42 アドバンスト 第 11 会場 麻酔科医に必要な人工心肺の知識 徳島大学病院 川人	伸次
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