
企画分類 領域詳細 セッション分類 セッションコード セッション名(講演テーマ） 座長 演者

会長企画 - 招待講演（国内） CI01
WITH コロナ時代の百寿医療:不死と幸福を求める医学---問われる「あいだ」

のNew Normal
廣田　和美 伊藤　裕

会長企画 - 招待講演（国内） CI02 睡眠覚醒の謎に挑む 山本　達郎 柳沢　正史

会長企画 - 招待講演（国内） CI03 健康管理分野への仮想現実技術の適用: Prehabilitationへの適用への展望 川口　昌彦 梅室　博行

会長企画 - 招待講演（国内） CI05
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
川股　知之 成田　年

会長企画 - 招待講演（海外） CI06
Anesthetics and Neurotoxicity including relation between general

anesthesia and Alzheimer disease
- Daqing Ma

会長企画 - 招待講演（海外） CI07 Anesthesia and cancer outcomes: new evidence - Dong-Xin Wang

会長企画 - 招待講演（海外） CI08 Opioids and Tolerance - David G Lambert

会長企画 - 招待講演（国内） CI09 高齢者と術後せん妄・認知機能障害 稲田　英一 服部　信孝

会長企画 - 招待講演（海外） CI10
Rapid analysis of both blood and exhaled propofol concentration for AI

anesthetic machine
- Enyou Li

会長企画 - 招待講演（海外） CI11 Background and Strategy in Korea 川真田　樹人 Haekyu Kim

会長企画 - シンポジウム CS04 ケタミンの抗うつ作用 奥田　泰久

橋本　謙二

茶木　茂之

工藤　隆司

会長企画 - シンポジウム CS05 麻酔科医として無痛分娩にいかに関わるか？ 角倉　弘行

尾　瞳

藤田　信子

入駒　慎吾

近江　禎子

会長企画 - シンポジウム CS06 女性医師の働き方改革
川村　隆枝

近江　禎子

野田　聖子

萬　知子

小森　万希子

井関　雅子

大瀧　千代

領域WG 第1_循環 招請講演 WI12 心臓手術患者の腸管循環障害 平田　直之 関野　元裕

領域WG 第1_循環 招待講演（国内） WI20 動脈硬化の成因 オイルとの関係 田中　克哉 佐田　政隆

領域WG 第1_循環 シンポジウム WS02 百寿社会における周術期循環管理 原　哲也

植木　正明

井上　聡己

小畑　友里江

領域WG 第2_呼吸 招待講演（海外） WI10 The Project for Universal Management of Airways , PUMA - Ellen P. O'Sullivan

領域WG 第2_呼吸 招待講演（海外） WI24

Martin will share the progress in clinical human factors made following the

death of his late wife in 2005. He will look at the major changes that have

occurred and the levers that created the change

- Martin Bromiley

領域WG 第2_呼吸 シンポジウム WS17 術中の理想的人工呼吸モードは 山田　芳嗣

小笠原　治

石田 裕介

松田　憲昌

松木　悠佳
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領域WG 第3_神経 招待講演（国内） WI05 人生100年時代の健康脳を創る:脳科学・分子栄養学からの学び 松本　美志也 益崎　裕章

領域WG 第3_神経 招請講演 WI29 麻酔科領域における脳科学研究の将来展望 - 宮﨑　智之

領域WG 第3_神経 招請講演 WI36 全身麻酔薬は意識関連行動を抑制するが自己を抑制しない - 倉田　二郎

領域WG 第3_神経 シンポジウム WS07 より良い周術期管理への試行：脳機能、運動、精神、リハビリテーション 石田　和慶

西村　行秀

岸　泰宏

合谷木　徹

前川　謙悟

領域WG 第4_産科 招待講演（国内） WI02 妊娠高血圧症候群の最前線 - 板倉　敦夫

領域WG 第4_産科 招請講演 WI14
家族崩壊の危機?! カナダ臨床留学の赤裸々体験 -身も財布も寒くなったトロ

ント生活3年間-
照井　克生 松田　祐典

領域WG 第4_産科 招待講演（海外） WI25 Role of obstetric anesthesiologists under COVID-19 pandemic - Ruth Landau-Cahana

領域WG 第4_産科 シンポジウム WS16 重症妊産婦および褥婦の周産期管理における麻酔科医の役割 小尾口　邦彦

金川　武司

清水　一好

倉橋　清泰

領域WG 第4_小児 招待講演（国内） WI21 先天性心疾患児の精神神経発達 - 市田　蕗子

領域WG 第4_小児 招請講演 WI22 顎顔面形態異常を有する小児の周術期上気道管理 - 磯野　史朗

領域WG 第4_小児 招待講演（海外） WI32 The SAFETOTS (Safe Anesthesia For Every Tots) initiative - Laszlo Vutskits

領域WG 第5_ペイン緩和・局所麻酔 招待講演（国内） WI26
がん患者の人生の最終段階における苦痛や療養状況に関する全国的な実態調

査
山口　重樹 加藤　雅志

領域WG 第5_ペイン緩和・局所麻酔 招請講演 WI27
カナダのオピオイドクライシス最前線:カナダの痛み医療から学ぶオピオイド

鎮痛薬の適正使用
- 山田　恵子

領域WG 第5_ペイン緩和・局所麻酔 招待講演（海外） WI33 Recent IASP initiatives to improve diagnosis and management of pain - Lars Arendt-Nielsen

領域WG 第6_救急・ICU 招待講演（海外） WI07 What should we target after TARGET? - Sandra L. Peake

領域WG 第6_救急・ICU 招請講演 WI30 心肺蘇生ガイドライン2020 中島　芳樹 高橋　伸二

領域WG 第6_救急・ICU 招請講演 WI37 高齢者の周術期管理を考える -術後管理に繋がる術前評価を含めて- 片山　浩 小松　郷子

領域WG 第6_救急・ICU シンポジウム WS12 高齢者の集中治療 溝渕　知司

山浦　健

橋本　悟

氏家　良人

三高　千恵子

領域WG 第7-1_麻酔科関連-1 招待講演（海外） WI11 Inducing Emergence From General Anesthesia - Ken Solt

領域WG 第7-1_麻酔科関連-1 招待講演（国内） WI28 アンチエイジング医学の未来 - 堀江　重郎

領域WG 第7-1_麻酔科関連-1 ProCon WPC01 吸入麻酔では脳波モニターはいらない 内田　整
森本　康裕

萩平　哲

領域WG 第7-2_麻酔科関連-2 招待講演（海外） WI08 EEG and the mechanism of cortical connectivity - Jamie Sleigh

領域WG 第8_麻酔全般 招待講演（国内） WI03
日本の移植医療と5類型施設における効率的な臓器・組織の提供体制:ドナー

評価・管理と術中管理体制の新たな構築に向けて
吉谷　健司 嶋津　岳士

領域WG 第8_麻酔全般 招請講演 WI15 麻酔科専門医研修プログラムのサイトビジット評価制度について 恒吉　勇男 川口　昌彦

領域WG 第8_麻酔全般 招請講演 WI31
麻酔科医の働き方改革のために、麻酔科医は病院経営や地域医療政策の与党

となれ
中塚　秀輝 後藤　隆久

領域WG 第8_麻酔全般 招待講演（海外） WI09
Where do donor lungs for transplantation come from: the Australian

experience
- Greg Snell
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委員会 学術委員会 シンポジウム TS02 研究助成事業成果発表1 櫛方　哲也

高澤　知規

武井　祐介

中森　裕毅

委員会 学術委員会 シンポジウム TS18 学会賞記念講演（2020・2021年度受賞）
増井　健一

内田　篤治郎

牧野　洋

松岡　豊

米倉　寛

村上　千晶

高澤　知規

竹下　淳

日野　秀樹

茶木　友浩

委員会 学術委員会 シンポジウム TS19 研究助成事業成果発表2 河野　達郎

金澤　伴幸

吉谷　健司

出野　智史

委員会 広報委員会 シンポジウム TS14 医学生・臨床研修医(初期)招待企画 讃岐　美智義

鈴木　昭広

小原　伸樹

大原　玲子

野村　岳志

委員会 国際交流委員会 シンポジウム TS04
22世紀に向けての麻酔科医のキャリアプラン　-Will you join in the historic

events?-

市瀬　史

中澤　春政

Warren　Zapol

立岡　良夫

Sarah Kyuragi Luthe

假屋　太郎

青山　和由

市瀬　史

委員会 総務委員会 シンポジウム TS07 ウイズコロナ時代における診療報酬制度を考える
寺嶋　克幸

藤野　裕士

足立　健彦

志馬　伸朗

岩瀬　良範


