
セッション

コード
セッション分類 セッション名(講演テーマ） 役割 氏名 所属

CI02
招待講演（国内）

会長企画
睡眠覚醒の謎に挑む 演者 柳沢　正史 筑波大学　国際統合睡眠医科学研究機構

CI05
招待講演（国内）

会長企画
疼痛治療、がん治療およびがん支持療法の視点からのオピオイド受容体の生理的意義を考える 演者 成田　年

星薬科大学 薬理学研究室/国立がん研究センター研究所 がん患者病

態生理研究分野

CI12
招請講演

会長企画
敗血症治療の新たな選択肢 ランジオロールを使いこなす! 演者 鈴木　武志 東海大学医学部付属病院 麻酔科

演者 橋本　謙二 千葉大学社会精神保健教育研究センター

演者 茶木　茂之 大正製薬株式会社医薬研究本部

演者 工藤　隆司 弘前大学医学部附属病院

座長 角倉　弘行 順天堂大学医学部附属順天堂医院

演者 長尾　瞳 関西医科大学麻酔科学講座

演者 藤田　信子 聖路加国際病院

演者 入駒　慎吾 株式会社LA Solutions

演者 近江　禎子 東京慈恵会医科大学附属第三病院麻酔科

WI34
招待講演（国内）

循環
周術期のAKI予防～バイオマーカーの観点から考える～ 演者 小室　哲也 TMG宗岡中央病院

WI04
招待講演（国内）

呼吸
周術期の管理 ～リハビリテーションの意義を呼吸の面から考える～ 演者 黒澤　一 東北大学大学院医学系研究科産業医学分野

WI35
招待講演（国内）

救急・ICU
病院として如何に洪水災害に備えるか 演者 小井土　雄一 国立病院機構本部　DMAT事務局

座長 磯野　史朗 千葉大学医学部附属病院

演者 西野　卓 国際医療福祉大学　市川病院/千葉大学大学院医学研究院麻酔科学

座長 中山　禎人 札幌南三条病院

演者 木山　秀哉 東京慈恵会医科大学麻酔科

WI16
招請講演

ペイン緩和・局所麻酔
CRPSとミクログリア ～ warm CRPS と cold CRPS を意識して ～ 演者 竹村　佳記 富山大学 医学部 麻酔科学講座

WI38
招請講演

麻酔科関連-1

Skill Mix型チームによる入退院およびERASプロトコルの支援 ― 麻酔科医を中心とした周術期を通したシームレスな連携

による支援 ―
演者 谷口　英喜 済生会横浜市東部病院患者支援センター

WI18
招請講演

麻酔科関連-2
性成熟期から老年期の痛み:超音波解剖学的考察 演者 臼井　要介 水谷痛みのクリニック

座長 内田　寛治 東京大学医学部附属病院　麻酔科・痛みセンター

演者 細木　敬祐 東京大学医学部附属病院　呼吸器内科

演者 河村　岳 東京大学医学部附属病院

演者 伊狩　潤 千葉大学医学部附属病院呼吸器内科

演者 大藤　純 徳島大学病院　救急集中治療部

◆6月中旬_配信予定リスト◆

WI23

WS01

CS04

CS05

WI13

シンポジウム

会長企画
ケタミンの抗うつ作用

シンポジウム

会長企画
麻酔科医として無痛分娩にいかに関わるか？

招請講演

呼吸
喉頭痙攣のメカニズムと治療法

招請講演

呼吸
High flow nasal oxygenation (HFNO) と麻酔管理

シンポジウム

呼吸
間質性肺炎とCOPD：良好な予後のための周術期管理を探る



セッション

コード
セッション分類 セッション名(講演テーマ） 役割 氏名 所属

◆6月中旬_配信予定リスト◆

座長 香川　哲郎 兵庫県立こども病院

演者 小原　崇一郎 東京都立大塚病院/帝京大学大学院　公衆衛生学研究科

演者 小嶋　大樹 あいち小児保健医療総合センター

座長 江木　盛時 神戸大学医学部附属病院

演者 垣花　泰之 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 救急・集中治療医学分野

演者 中根　正樹 山形大学医学部附属病院 救急部・高度集中治療センター

演者 土井　松幸 浜松医科大学医学部附属病院

演者 升田　好樹 札幌医科大学附属病院

演者 西田　修 藤田医科大学病院/日本版敗血症診療ガイドライン2020特別委員会

演者 村田　寛明 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

演者 渡辺　邦太郎 杏林大学医学部付属病院

演者 木村　嘉之 獨協医科大学麻酔科学講座

演者 土屋　正彦 岸和田徳洲会病院

演者 濱田　宏 東京医科大学

演者 中保　利通 宮城県立がんセンター

演者 福田　陽子 東京衛生アドベンチスト病院

演者 瀧川　千鶴子 ＫＫＲ札幌医療センター

演者 小杉　寿文 佐賀県医療センター好生館

演者 前　知子 医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院　疼痛治療科

座長 讃岐　美智義 呉医療センター・中国がんセンター

演者 讃岐　美智義 呉医療センター・中国がんセンター

演者 原　真理子 千葉県こども病院

演者 伊藤　明日香 関西医科大学麻酔科学講座

演者 長坂　安子 東京女子医科大学病院

WS06

WS11

WS04

WS03

WS05
シンポジウム

小児
どこまで求める小児麻酔の質

シンポジウム

麻酔科関連-1
multimodal general anesthesia

シンポジウム

ペイン緩和・局所麻酔
緩和ケア領域における麻酔科医の技術

シンポジウム

救急・ICU
日本版敗血症診療ガイドライン2020

シンポジウム

ペイン緩和・局所麻酔
末梢神経ブロックを活かす



セッション

コード
セッション分類 セッション名(講演テーマ） 役割 氏名 所属
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座長 秋吉　浩三郎 福岡大学病院

演者 徳嶺　譲芳 杏林大学医学部麻酔科学教室

演者 鈴木　利保 東海大学医学部付属八王子病院

演者 武藤　正樹
単回医療機器再製造推進協議会最高顧問 　社会福祉法人日本伝道会

衣笠病院グループ相談役

演者 藤原　康弘 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

演者 澤　智博 帝京大学

座長 新山　幸俊 秋田大学医学部附属病院

演者 佐和　貞治 京都府立医科大学

演者 祖父江　和哉 名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野

演者 長瀬　清 岐阜大学医学部附属病院

演者 小池　正嘉 東京慈恵会医科大学麻酔科学講座

座長 飯田　宏樹 岐阜大学医学部附属病院麻酔科疼痛治療科

演者 飯田　宏樹 岐阜大学医学部附属病院

演者 中川　雅史 東京女子医科大学病院

演者 田辺　久美子 岐阜大学大学院医学系研究科

演者 山下　千鶴 藤田医科大学病院

演者 福田　幾夫 吹田徳洲会病院心臓血管センター

演者 横田　美幸 公益財団法人　がん研究会有明病院

演者 原　哲也 長崎大学大学院　麻酔集中治療医学

演者 赤松　拓司
日本消化器内視鏡学会/日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内

科

演者 加藤　洋海 兵庫県立がんセンター

演者 宮内　靖史 日本医科大学千葉北総病院　循環器内科

演者 島田　二郎 福島県立医科大学附属病院

演者 内野　博之 東京医科大学 麻酔科学分野

演者 森山　潔 杏林大学医学部麻酔科学教室

TS09

TS16

TS03

WS13

WS15

シンポジウム

関連領域委員会
新型コロナウイルス（COVID-19）との戦い

シンポジウム

安全委員会
鎮静WG関連シンポジウム

医療機器「再考」
シンポジウム

麻酔科関連-2

シンポジウム

安全委員会
禁煙ガイドライン改定に伴うシンポジウム

シンポジウム

麻酔全般
麻酔と医療安全
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◆6月中旬_配信予定リスト◆

座長 奥富　俊之 北里大学病院

演者 大岩　彩乃 東邦大学医療センター大森病院

演者 大西　佳子 京都市立病院

演者 秋永　智永子 浜松医科大学医学部附属病院

演者 新井　正康 北里大学病院

演者 岡本　浩嗣 北里大学病院

演者 松島　久雄 獨協医科大学埼玉医療センター

座長 藤野　裕士 大阪大学医学部附属病院

座長 増田　美奈 相良病院

演者 萬　知子 杏林大学医学部麻酔科学教室

演者 木下　真弓 聖隷横浜病院

演者 近江　禎子 東京慈恵会医科大学附属第三病院麻酔科

演者 吉田　絵理子 川崎協同病院　総合診療科/東京慈恵会医科大学　臨床疫学研究部

TS08

TS01

シンポジウム

ダイバーシティー推進室
これからのダイバーシティ社会、どう振舞えばいい?

シンポジウム

関連領域委員会 「これからの麻酔科医、関連領域にも力を入れよう！」


