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9:00

【第 1日目】10月 9日（金）

部屋名 会場名
（フロア）

第1会場 国際会議場
（4F）

第2会場 イベントホール
（B2F）

第3会場 大会議室
（7F）

第4会場 606会議室
（6F）

ハンズオン
会場

607会議室
（6F）

ハンズオン
会場

608会議室
（6F）

ハンズオン
会場

円形ホール
（1F）

ポスター会場 交流ギャラリー
（2F）

機器展示会場 イベントホール B
（B2F）

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

シンポジウム1
非心臓手術においてTEEをどういかすか？
「非心臓手術におけるTEE の役割」赤松 　繁
「非心臓手術におけるTEE の位置づけ」国沢 卓之

「虚血性心疾患の患者の非心臓手術でTEEをどういかすか」伊藤 明日香
「非心臓手術においてTEE をどう生かすか？」豊田 浩作

「成人先天性心疾患の患者の非心臓手術でTEEをどういかすか」
岩田 志保子

座長：清野 雄介、赤松 　繁

00 00

エコーハンズオン
インストラクター： 辛島 裕士、金澤 裕子、

 藍 　公明、山田 達也、
 高山 千史、能見 俊浩、
 佐藤 敬太、岡本 浩嗣

協力：ガデリウス・メディカル㈱ / GE ヘルスケア・ジャパン㈱ /
日本ライトサービス㈱ / 日立アロカメディカル㈱ /
㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

00 00

Wet Lab1
　　　　　　　座長：国沢 卓之
デモンストレーター：遠山 裕樹
　　　　　ラウンド：神田 浩嗣、吉村　 学、
　　　　　　　　　　山本 邦彦、田中 博志
共催：エドワーズライフサイエンス㈱
協力：日本メディカルプロダクツ㈱ / 東京サラヤ㈱ /
　　　メドライン・ジャパン合 /白十字㈱ /㈱ヴォルフビジョン

00 00

CPBセミナー1
人工心肺セミナー１（基礎講義）
座長：川人 伸次、百瀬 直樹
演者：清水 　淳、堤　 善充、
　　　赤地 　吏
協力：泉工医科工業㈱

00 00

00

20 20

CPBセミナー2
人工心肺セミナー２（応用講義）
座長：中島 芳樹、清水 　淳
演者：伊藤 明日香、田山 栄基
　　　百瀬 直樹

20 20

シンポジウム2
小児心臓手術後の人工呼吸と鎮痛、鎮静～手術室抜管を目指すか～

「手術室抜管を目指す立場から」大塚 洋司
「小児心臓手術後の人工呼吸と鎮痛、鎮静 CCU 抜管の立場から」中野 　諭
「鎮痛･鎮静の現状　～ ICU 抜管を行うPICUでの現状調査～」竹内 宗之

「福岡市立こども病院の鎮痛・鎮静の現状」住吉 理絵子
座長：水野 圭一郎、門崎 　衛

00 00

0050

開
会
挨
拶

ランチョンセミナー1
「麻酔中の脳波モニタリング
～ SedLine® がやってき～」

讃岐 美智義
「心臓血管外科手術患者における
多項目モニタRoot® の有用性
～ SpO2 からトータルヘモグロビン
濃度、そして脳機能モニタへ～」

山浦 　健
座長：竹内 　護

共催：マシモジャパン㈱

10

ランチョンセミナー2
「脳および下肢血流の「見える化」
～右小開胸心臓手術 (MICS) における
Near-infrared spectroscopy 

(NIRS) の有用性～」
岡本 一真

座長：瀬尾 勝弘
共催：コヴィディエン ジャパン㈱

10

ランチョンセミナー3
「デクスメデトミジンを心臓血管
手術症例で最大限に活用するため
に～利点を引き出すための薬物動
態学的アプローチ～」国沢 卓之

座長：松田 直之
共催：ホスピーラ・ジャパン㈱/

丸石製薬㈱　　　　

10

ランチョンセミナー4
「新たなNIRS機器による脳酸素
飽和度評価のスタンダード

～絶対値評価か相対値評価か？～」
吉谷 健司

座長：川口 昌彦
共催：センチュリー
　　　メディカル㈱

10

10

10

10

10

一般口演1
基礎研究・臨床薬理
座長：坂本 篤裕

10 00

一般口演2
術後予測因子
座長：小谷 　透

20 20

招請講演1
「Postoperative cognitive 
dysfunction with a focus on 
anesthetic neuroprotection 

and toxicity」
Jeffrey R. Kirsch
座長：川口 昌彦

20 20

特別講演
「重症心不全治
療における補助
人工心臓の現状
と今後の役割」
澤 芳樹

座長：大西 佳彦、
　　 讃井 將満

20 50

教育講演1
「心臓大血管手術中の
輸血と凝固障害」
上田 裕一

座長：竹内 　護

00 00
尾本良三先生 追悼講演

「日本心臓血管麻酔学会の歴史と
発展　偉大なるサポーター尾本
先生を偲んで」野村　実

「外科、麻酔科両面から支援し続
けられた尾本先生を偲んで」

渡橋 和政
座長：外 須美夫

00 00

TEEセミナー
TEEによる decision making
座長：小出 康弘、岡本 浩嗣
演者：小出 康弘、澤井 俊幸
　　　山田 達也、岡本 浩嗣

20 20

シンポジウム3
人工心肺中の血液凝固管理を考える

「人工心肺中のアンチトロンビンとヘパリン」香取 信之
「抗血小板薬・抗凝固薬服用患者の周術期止血凝固管理」中嶋 康文
「人工心肺中の血小板変化をどのようにとらえるか」平方 秀男
「人工心肺による血液希釈と凝固線溶系の変化」川島 信吾

座長：山浦　健、小川 　覚

20 50

シンポジウム4
VADの管理

「補助人工心臓装置VAD （Ventricular assist device） 装着術の術後管理」
内山 昭則

「VAD 装着術・VAD 装着後非心臓手術の麻酔管理」金　 信秀
「循環器内科医からみた補助人工心臓治療の在り方」絹川 弘一郎

「デバイス管理」柏　公一
「VAD の周術期管理とワシントン大学心臓麻酔部の近況」富樫 　敬

座長：大西 佳彦、讃井 將満

50 50

文献レビュー
「小児に関する話題」尾前 　毅
「心臓・大血管2015」川村 隆枝
「ハイブリッドとステント」石井 久成
「周術期管理2015」髙橋 伸二

座長：貝沼 関志

20 20

USABCDハンズオン
　　　コーディネーター：鈴木 昭広
チーフインストラクター：大宮 浩揮
　　　インストラクター：野村 岳志、小高 光晴、沖田 寿一、田中 博志、
　　　　　　　　　　　　矢鳴 智明、太田 淳一、森　 英明、
　　　　　アシスタント：糟谷 祐輔、宮﨑 勇輔、越後 憲之
協力：ガデリウス・メディカル㈱ / GEヘルスケア・ジャパン㈱ / 
　　　日立アロカメディカル㈱ / ㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

20 20

ポスター閲覧 ポスター討論①

20

00

機器展示 

00

20 20

ポスター撤去

20 20

１-１ TEE：腫瘍、その他
１-２ 先天性心疾患：麻酔管理、成人の先天性心疾患
１-３ 先天性心疾患：非心臓手術
１-４ 後天性心疾患：弁疾患
１-５ 大血管：麻酔管理
１-６ 大血管：術中合併症、術後管理
１-７ 大動脈弁疾患：TAVR
１-８ 肺循環：肺高血圧・肺血栓塞栓症
１-９ 術中合併症
１-10 術前評価・術中管理
１-11 術後管理・蘇生
１-12 術後予測因子 

Wet Lab2
　　　　　　　座長：国沢 卓之
デモンストレーター：神田 浩嗣
　　　　　ラウンド：遠山 裕樹、岩崎 　肇、
　　　　　　　　　　佐藤 　慎、林 健太郎
共催：エドワーズライフサイエンス㈱
協力：日本メディカルプロダクツ㈱ / 東京サラヤ㈱ /
　　　メドライン・ジャパン合 /白十字㈱ /㈱ヴォルフビジョン

理事・評議員会
（社員総会）

50 50
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9:00

【第 1日目】10月 9日（金）

部屋名 会場名
（フロア）

第1会場 国際会議場
（4F）

第2会場 イベントホール
（B2F）

第3会場 大会議室
（7F）

第4会場 606会議室
（6F）

ハンズオン
会場

607会議室
（6F）

ハンズオン
会場

608会議室
（6F）

ハンズオン
会場

円形ホール
（1F）

ポスター会場 交流ギャラリー
（2F）

機器展示会場 イベントホール B
（B2F）

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

シンポジウム1
非心臓手術においてTEEをどういかすか？
「非心臓手術におけるTEE の役割」赤松 　繁
「非心臓手術におけるTEE の位置づけ」国沢 卓之

「虚血性心疾患の患者の非心臓手術でTEEをどういかすか」伊藤 明日香
「非心臓手術においてTEE をどう生かすか？」豊田 浩作

「成人先天性心疾患の患者の非心臓手術でTEEをどういかすか」
岩田 志保子

座長：清野 雄介、赤松 　繁

00 00

エコーハンズオン
インストラクター： 辛島 裕士、金澤 裕子、

 藍 　公明、山田 達也、
 高山 千史、能見 俊浩、
 佐藤 敬太、岡本 浩嗣

協力：ガデリウス・メディカル㈱ / GE ヘルスケア・ジャパン㈱ /
日本ライトサービス㈱ / 日立アロカメディカル㈱ /
㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

00 00

Wet Lab1
　　　　　　　座長：国沢 卓之
デモンストレーター：遠山 裕樹
　　　　　ラウンド：神田 浩嗣、吉村　 学、
　　　　　　　　　　山本 邦彦、田中 博志
共催：エドワーズライフサイエンス㈱
協力：日本メディカルプロダクツ㈱ / 東京サラヤ㈱ /
　　　メドライン・ジャパン合 /白十字㈱ /㈱ヴォルフビジョン

00 00

CPBセミナー1
人工心肺セミナー１（基礎講義）
座長：川人 伸次、百瀬 直樹
演者：清水 　淳、堤　 善充、
　　　赤地 　吏
協力：泉工医科工業㈱

00 00

00

20 20

CPBセミナー2
人工心肺セミナー２（応用講義）
座長：中島 芳樹、清水 　淳
演者：伊藤 明日香、田山 栄基
　　　百瀬 直樹

20 20

シンポジウム2
小児心臓手術後の人工呼吸と鎮痛、鎮静～手術室抜管を目指すか～

「手術室抜管を目指す立場から」大塚 洋司
「小児心臓手術後の人工呼吸と鎮痛、鎮静 CCU 抜管の立場から」中野 　諭
「鎮痛･鎮静の現状　～ ICU 抜管を行うPICUでの現状調査～」竹内 宗之

「福岡市立こども病院の鎮痛・鎮静の現状」住吉 理絵子
座長：水野 圭一郎、門崎 　衛

00 00

0050

開
会
挨
拶

ランチョンセミナー1
「麻酔中の脳波モニタリング
～ SedLine® がやってき～」

讃岐 美智義
「心臓血管外科手術患者における
多項目モニタRoot® の有用性
～ SpO2 からトータルヘモグロビン
濃度、そして脳機能モニタへ～」

山浦 　健
座長：竹内 　護

共催：マシモジャパン㈱

10

ランチョンセミナー2
「脳および下肢血流の「見える化」
～右小開胸心臓手術 (MICS) における
Near-infrared spectroscopy 

(NIRS) の有用性～」
岡本 一真

座長：瀬尾 勝弘
共催：コヴィディエン ジャパン㈱

10

ランチョンセミナー3
「デクスメデトミジンを心臓血管
手術症例で最大限に活用するため
に～利点を引き出すための薬物動
態学的アプローチ～」国沢 卓之

座長：松田 直之
共催：ホスピーラ・ジャパン㈱/

丸石製薬㈱　　　　

10

ランチョンセミナー4
「新たなNIRS機器による脳酸素
飽和度評価のスタンダード

～絶対値評価か相対値評価か？～」
吉谷 健司

座長：川口 昌彦
共催：センチュリー
　　　メディカル㈱

10

10

10

10

10

一般口演1
基礎研究・臨床薬理
座長：坂本 篤裕

10 00

一般口演2
術後予測因子
座長：小谷 　透

20 20

招請講演1
「Postoperative cognitive 
dysfunction with a focus on 
anesthetic neuroprotection 

and toxicity」
Jeffrey R. Kirsch
座長：川口 昌彦

20 20

特別講演
「重症心不全治
療における補助
人工心臓の現状
と今後の役割」
澤 芳樹

座長：大西 佳彦、
　　 讃井 將満

20 50

教育講演1
「心臓大血管手術中の
輸血と凝固障害」
上田 裕一

座長：竹内 　護

00 00
尾本良三先生 追悼講演

「日本心臓血管麻酔学会の歴史と
発展　偉大なるサポーター尾本
先生を偲んで」野村　実

「外科、麻酔科両面から支援し続
けられた尾本先生を偲んで」

渡橋 和政
座長：外 須美夫

00 00

TEEセミナー
TEEによる decision making
座長：小出 康弘、岡本 浩嗣
演者：小出 康弘、澤井 俊幸
　　　山田 達也、岡本 浩嗣

20 20

シンポジウム3
人工心肺中の血液凝固管理を考える

「人工心肺中のアンチトロンビンとヘパリン」香取 信之
「抗血小板薬・抗凝固薬服用患者の周術期止血凝固管理」中嶋 康文
「人工心肺中の血小板変化をどのようにとらえるか」平方 秀男
「人工心肺による血液希釈と凝固線溶系の変化」川島 信吾

座長：山浦　健、小川 　覚

20 50

シンポジウム4
VADの管理

「補助人工心臓装置VAD （Ventricular assist device） 装着術の術後管理」
内山 昭則

「VAD 装着術・VAD 装着後非心臓手術の麻酔管理」金　 信秀
「循環器内科医からみた補助人工心臓治療の在り方」絹川 弘一郎

「デバイス管理」柏　公一
「VAD の周術期管理とワシントン大学心臓麻酔部の近況」富樫 　敬

座長：大西 佳彦、讃井 將満

50 50

文献レビュー
「小児に関する話題」尾前 　毅
「心臓・大血管2015」川村 隆枝
「ハイブリッドとステント」石井 久成
「周術期管理2015」髙橋 伸二

座長：貝沼 関志

20 20

USABCDハンズオン
　　　コーディネーター：鈴木 昭広
チーフインストラクター：大宮 浩揮
　　　インストラクター：野村 岳志、小高 光晴、沖田 寿一、田中 博志、
　　　　　　　　　　　　矢鳴 智明、太田 淳一、森　 英明、
　　　　　アシスタント：糟谷 祐輔、宮﨑 勇輔、越後 憲之
協力：ガデリウス・メディカル㈱ / GEヘルスケア・ジャパン㈱ / 
　　　日立アロカメディカル㈱ / ㈱フィリップス エレクトロニクス ジャパン

20 20

ポスター閲覧 ポスター討論①

20

00

機器展示 

00

20 20

ポスター撤去

20 20

１-１ TEE：腫瘍、その他
１-２ 先天性心疾患：麻酔管理、成人の先天性心疾患
１-３ 先天性心疾患：非心臓手術
１-４ 後天性心疾患：弁疾患
１-５ 大血管：麻酔管理
１-６ 大血管：術中合併症、術後管理
１-７ 大動脈弁疾患：TAVR
１-８ 肺循環：肺高血圧・肺血栓塞栓症
１-９ 術中合併症
１-10 術前評価・術中管理
１-11 術後管理・蘇生
１-12 術後予測因子 

Wet Lab2
　　　　　　　座長：国沢 卓之
デモンストレーター：神田 浩嗣
　　　　　ラウンド：遠山 裕樹、岩崎 　肇、
　　　　　　　　　　佐藤 　慎、林 健太郎
共催：エドワーズライフサイエンス㈱
協力：日本メディカルプロダクツ㈱ / 東京サラヤ㈱ /
　　　メドライン・ジャパン合 /白十字㈱ /㈱ヴォルフビジョン

理事・評議員会
（社員総会）

50 50


