
第１会場 第２会場 第3会場 ポスター会場1 ポスター会場2 機器展示

9：00
4階 ホールB 5階 メインホール1 5階 メインホール2 5階 ホールA 5階 MEETING ROOM1 5階 ホールA

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

16：30～17：30
【K03】専門医共通講習
臨床研究における倫理的な課題
座長：後藤 隆久（横浜市立大学附属病院）
演者：浅井 隆（獨協医科大学越谷病院）

15：00～15：20
会長挨拶　支部会員報告会・学会賞表彰

13：40～14：40
【H01】麻酔科領域講習
慢性疼痛に対するオピオイド治療：がん疼痛治療
との違い、そして、問題点
座長：田中 誠（筑波大学附属病院）
演者：山口 重樹（獨協医科大学医学部）

12：20～13：20　【L01】共催セミナー
座長：鈴木 利保（東海大学医学部付属病院）
ORI™：Oxygen Reserve Index（酸素化予備能指標）
の使用経験とその可能性 演者：北島 治（日本大学）
重症患者における新しい脳機能モニタリング―Root® with 
SedLine®の有用性 演者：関根 秀介（東京医科大学）
共催：マシモジャパン株式会社

11：10～12：10
【Q01】優秀演題
優秀演題（関東）
座長：萬 知子（杏林大学医学部付属病院）

9：50～10：50
【K01】専門医共通講習
麻酔医に必要な手術室の感染対策
座長：鈴木 宏昌（横浜医療センター）
演者：堀 賢（順天堂大学大学院）

9：00～16：40
参加受付（場所：４ 階ホワイエ）参加費：5,000 円

14：50～17：20
【N01】周術期管理チームセミナー
座長：木山 秀哉（東京慈恵会医科大学附属病院）
術中管理・モニタリング
演者：鎌田 ことえ（東京女子医科大学病院）
周術期薬物
演者：木山 秀哉（東京慈恵会医科大学附属病院）
術後管理
演者：長田 理（がん研究会有明病院）
術前評価・検査
演者：長坂 安子（聖路加国際病院）
合併症
演者：清野 雄介（東京女子医科大学病院）
気道管理
演者：鈴木 昭広（東京慈恵会医科大学附属病院）

14：30～14：50
周術期管理チームセミナー受付

※事前登録者のみ参加可能

12：20～13：20
【L02】共催セミナー
デクスメデトミジンこぼれ話 2016
座長：坂本 篤裕（日本医科大学付属病院）
演者：讃井 將満（自治医科大学附属さいたま医療センター）
共催：丸石製薬株式会社

11：10～12：10
【Q02】優秀演題
優秀演題（東京）
座長：齋藤 繁（群馬大学医学部附属病院）

9：50～10：50
【F01】FD 講習
プロフェッショナリズム教育：学部教育から卒後教
育へ
座長：森崎 浩（慶應義塾大学病院）
演者：髙田 真二（帝京大学医学部）

15：30～17：30
【L0４】共催セミナー
スポンサードシンポジウム：麻酔法の行方
座長：尾﨑 眞（東京女子医科大学病院）
演者：金澤 正浩（東海大学大磯病院麻酔科）
　　　寺嶋 克幸（三井記念病院）
　　　竹下 裕二（東京医科大学麻酔科学分野）
　　　小坂 誠（昭和大学横浜市北部病院）
　　　佐藤 暢一（東邦大学医療センター大森病院）
共催：バクスター株式会社

13：40～14：40
【K02】専門医共通講習
麻酔関連偶発症例調査の概要と今後の対策
座長：磯野 史朗（千葉大学医学部附属病院）
演者：津崎 晃一（日本鋼管病院）

12：20～13：20
【L03】共催セミナー
カプノグラフィを用いた病棟での呼吸モニタリング
座長：齋藤 繁（群馬大学医学部附属病院）
演者：井上 莊一郎（聖マリアンナ医科大学）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

9：50～11：50
【S01】シンポジウム
周術期パネルディスカッション：医療専門職との協
働：麻酔科医に何を求めるか
座長：落合 亮一（東邦大学医療センター大森病院）
演者：中島 浩美（佐久総合病院佐久医療センター）
　　　萩原 一昭（佐久総合病院佐久医療センター）
　　　舟越 亮寛（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院）
　　　小林 収（医療法人鉄蕉会 亀田総合病院）
　　　朝比奈 輝哉（聖路加国際病院）
　　　片山 正夫（聖路加国際病院）
　　　河辺 紳司（東邦大学医療センター大森病院）
　　　寺田 享志（東邦大学医療センター大森病院）

16：30～17：00
ポスター撤去

15：30～16：30
一般演題（ポスター）

11：10～12：10
一般演題（ポスター）

9：00～11：10
ポスター掲示

16：30～17：00
ポスター撤去

15：30～16：30
一般演題（ポスター）
P53　帝王切開：術中合併症
P55　帝王切開：合併疾患②

11：10～12：10
一般演題（ポスター）
P52　帝王切開：合併疾患①
P54　帝王切開：術前・術中管理

9：00～11：10
ポスター掲示

9：50～16：30
機器展示・ 
ドリンクコーナー

P01 胸部手術の麻酔
P02 稀な疾患の周術期管理①
P05 区域麻酔：神経ブロック①
P08 区域麻酔：神経ブロック②
P09 区域麻酔
P10 凝固障害・輸血①
P14 気道管理①
P17 気道トラブル①
P19 困難気道①
P22 緊急手術の麻酔
P23 感染・免疫①
P25 ペインクリニック
P26 ペインクリニック・薬物療法
P27 薬物投与法

P29 術後鎮痛管理
P30 アナフィラキシー①
P32 内視鏡下手術・ロボット支援下手術
P34 周術期神経筋合併症①
P37 周術期呼吸器系合併症①
P38 心臓血管外科麻酔①
P39 困難な症例①
P41 重症患者の非心臓手術①
P45 周術期呼吸器系合併症②
P46 周術期循環系合併症①
P48    周術期循環系合併症② 

不整脈・心停止
P49 手術部・集中治療室管理①
P51 経食道心エコー法

P03 稀な疾患の周術期管理②
P04 稀な疾患の周術期管理③
P06 区域麻酔：神経ブロック③
P07 集中治療
P11 凝固障害・輸血②
P12 区域麻酔合併症
P13 モニタリング
P15 気道管理②
P16 気道トラブル②
P18 意識下挿管
P20 困難気道②
P21 小児麻酔
P24 感染・免疫②

P28   ペインクリニック・ 
インターベンション治療

P31 アナフィラキシー②
P33   脳神経外科・電気痙攣療法の麻酔
P35 周術期神経筋合併症②
P36 周術期神経筋合併症③
P40 困難な症例②
P42 重症患者の非心臓手術②
P43 血液疾患患者の麻酔
P44 心臓血管外科麻酔②
P47 周術期循環系合併症③
P50 手術部管理：安全管理

※専門医共通講習、麻酔科領域講習、周術期管理チームセミナーは事前登録者のみ参加可能です。
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