
日程表　１日目　11月13日（金）
会場名 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00 17:00 〜 19:00

シンポジウム 18
令和時代の臨床研究デザイン
Clinical study designs and 

methods in the era of Reiwa
座長：志賀 俊哉 
　　　堤 祐介　

18:00

19:00



日程表　２日目　11月14日（土）
会場名 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

８:30

8:45 〜 9:00
会 長 か ら の メ ッ セ ー ジ

９:00 9:00 〜 11:10 9:00 〜 10:30

シンポジウム ８
ロボット麻酔システムが 

もたらすもの 
ー夢から現実へー
座長：重見 研司 
　　　片山 勝之

パネルディスカッション ２
外傷患者に対する麻酔管理

座長：山森 祐治 
　　　中塚 秀輝10:00 10:00 〜 11:00 10:00 〜 11:00

リフレッシャーコース 12
周術期感染〜患者を守る / 

医療従事者を職務感染から守る〜
演者：加藤 果林 
座長：福田 和彦

共催セミナー 13
塩野義製薬株式会社

COVID-19 とオピオイドクライシス：
医療におけるスティグマ

演者：山口 重樹 
座長：松本 俊彦11:00

11:20 〜 12:20
11:30 〜 12:30 11:30 〜 12:30 特別講演 １

小泉八雲朗読のしらべ
演者：佐野 史郎 
　　　山本 恭司 
　　　小泉 凡　 
座長：齊藤 洋司

11:40 〜 13:00 11:40 〜 13:40
リフレッシャーコース ７

小児麻酔の現状
演者：金澤 伴幸 
座長：竹内 護　

共催セミナー 18
ニプロ株式会社

麻酔科医と医療安全 
〜プレフィルドシリンジと周辺機器の活用〜

演者：祖父江 和哉 
座長：山蔭 道明　

５ミニッツ TALK コンペ 
−あなた自身を 

プロモートしよう−
座長：末盛 泰彦 
　　　山内 正憲 

コメンテーター：紙谷 義孝 
　　　　　　　　甲斐 裕美 
　　　　　　　　佐倉 伸一

シンポジウム ５
グレード A 帝王切開術

座長：加藤 里絵 
座長兼コメンテーター：石川 源

12:00

13:00 13:00 〜 14:00
共催セミナー 17

アスペンジャパン株式会社
新しい時代に向けたTIVA の基礎と実践

演者：萩平 哲　　 
　　　讃岐 美智義 
座長：白神 豪太郎

13:30 〜 15:30

シンポジウム 13
呼吸器外科手術（VATS）の 

鎮痛はどうするか： 
EPI ？ TPVB ？ ESP ？

座長：川越 いづみ 
　　　武田 泰子　

14:00 14:00 〜 16:00 14:00 〜 15:00

シンポジウム　７
再考硬膜外麻酔・鎮痛法

座長：土井 克史　 
　　　髙雄 由美子

招待講演 ２
今こそ実現したい医療従事者の 

夢と社会的影響力 
〜半年で１億５千万円の寄付を集めたファンドレイザーから〜

演者：甲斐 裕美 
座長：稲垣 喜三

14:30 〜 15:30

共催セミナー ８
ムンディファーマ株式会社

アネレムはブレーキを備えた高性能麻酔薬
演者：土井 松幸 
座長：齊藤 洋司

15:00

16:00 16:00 〜 18:00 16:00 〜 17:00 16:00 〜 17:00

シンポジウム 21
周術期管理チームが 

one team となるために
座長：長瀬 清　 
　　　本岡 明浩 

コメンテーター：足羽 孝子

特別講演 ５
なぜGodivaは，７年で売上を３倍にしたのか? 
〜弓道から学ぶビジネスヒントとは〜
演者：ジェローム シュシャン 

座長：齊藤 洋司

共催セミナー ６
ファイザー株式会社

早期離床を目指した鎮静プロトコル 
〜広島市民病院における ICU 運営〜

演者：藤中 和三 
座長：藤野 裕士17:00

18:00

18:30



日程表　３日目　11月15日（日）
会場名 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場

８:30

９:00 ９:00 〜９:50 ９:00 〜 10:00 ９:00 〜 10:00 ９:00 〜 10:00
ライブハンズオンセミナー １
遠隔 CVC（超音波ガイド下中心静脈穿刺）セミナー 
インストラクター：佐藤 暢夫　 

コメンテーター：松島 久雄 
　　　　　　　　徳嶺 譲芳

シンポジウム １
COVID-19 と麻酔科医

座長：磯野 史朗 
　　　遠山 悟史

共催セミナー 16
日本光電工業株式会社

麻酔患者の認知機能レベルの評価
演者：浦上 克哉 
座長：齊藤 洋司

リフレッシャーコース ９
Postoperative nausea and 

vomiting (PONV)
演者：堤 保夫　 
座長：田中 克哉

10:00 10:00 〜 11:00

ライブハンズオンセミナー ２
遠隔 POCUS（Point-of-Care-Ultrasound) セミナー
　コメンテーター：野村 岳志 
インストラクター：鈴木 昭広 
　　　　　　　　　森 英明　

10:30 〜 11:30 10:30 〜 11:30

特別講演 ４
３度のクビから現役 27 年 

〜星野監督や野村監督と出会って〜
演者：山﨑 武司 
座長：齋藤 繁　

共催セミナー ５
テルモ株式会社

民間医療機関におけるスマートポンプ導入と
今後の可能性〜 smart な管理を目指して〜

演者：北 貴志　 
座長：佐倉 伸一

11:00 11:00 〜 13:00

PBLD １
腹腔鏡下低位前方切除術の 

周術期管理
座長：石山 忠彦 
　　　紫藤 明美

12:00 12:00 〜 13:00 12:00 〜 13:00
ライブハンズオンセミナー ３

遠隔 神経ブロックセミナー
インストラクター：中本 達夫 
　　　　　　　　　松尾 敬介 
　　　　　　　　　山田 知嗣 
　コメンテーター：佐倉 伸一

共催セミナー 19
日本血液製剤機構

血管内皮 Glycocalyx とその保護戦略 
〜アルブミン、アンチトロンビンの重要性〜

演者：中島 芳樹 
座長：中塚 秀輝13:00 13:00 〜 14:00

共催セミナー １
第一三共株式会社

早期からの緩和ケア提供と 
選択肢が増えたオピオイド

演者：松本 禎久 
座長：安部 睦美

13:30 〜 14:20

教育講演 ３
オピオイドによる痒み

演者：今町 憲貴 
座長：萬家 俊博

14:00 14:00 〜 15:30 14:00 〜 15:00

共催セミナー ４
丸石製薬株式会社

チーム医療が 
one team となるために

演者：本岡 明浩…他 
座長：二階 哲朗　　

共催セミナー 22
株式会社フィリップス・ジャパン
遠隔集中治療支援ソリューショ

ンの活用事例と効果
演者：小谷 透　 
座長：佐倉 伸一

14:35 〜 15:35 14:30 〜 15:30

招待講演 ６
医師のプロフェッショナリズム

演者：福井 次矢 
座長：坂本 篤裕

共催セミナー ７
ムンディファーマ株式会社

レミマゾラム：新しい世界への扉
演者：秋吉 浩三郎 
座長：中塚 秀輝　

15:00

16:00

17:00

18:00

18:30


