日程表

2021 年 2 月 20 日（土）

第１会場

老年麻酔・循環制御

第 2 会場

合同開催

第 3 会場

老年麻酔学会

循環制御医学会

8:00

9:00

合同開会式

8:50〜
9:00〜10:00

ライブ

スポンサードシンポジウム 1（老年）

9:00〜9:55

「高齢者医療におけるアセトアミノフェンの位置づけ」

10:00

座長：東みどり子（九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学）
演者：金城 健大（地方独立行政法人 那覇市立病院 麻酔科）
重松 研二（福岡大学病院 麻酔科）
共催：テルモ株式会社
【アーカイブ無】

10:10〜11:10

ライブ

座長：坂口

嘉郎（佐賀大学医学部

ライブ

9:00〜9:55

一般演題 1（老年）
施設からの報告

一般演題 1
座長：田中

麻酔・蘇生学）

麻酔基礎（循環）

克哉（徳島大学病院

麻酔科）

ライブ

スポンサードシンポジウム（循環）
「術中低血圧は予後に影響する」

11:00

座長：北野 敬明（大分大学医学部 麻酔科学講座）
演者：辛島 裕士（九州大学病院 手術部）
小竹 良文（東邦大学医療センター大橋病院 麻酔科）
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社
11:20〜12:20

特別講演 1

ライブ

10:30〜11:25

10:30〜11:25

ライブ

座長：甲斐

哲也（九州医療センター

ライブ

一般演題 2

一般演題 2（老年）
術前評価・麻酔計画・術後合併症

座長：廣岡

循環基礎（循環）

良隆（国際医療福祉大学
福岡保健医療学部）

麻酔科）

「超高齢社会における心不全診療の最前線」
12:00

座長：葭山

稔（大阪市立大学大学院
医学研究科 循環器内科学）
裕之（九州大学大学院医学研究院
循環器内科学）

演者：筒井

12:30〜13:30

画

「重症心不全の外科治療」
演者：塩瀬

録

ランチョンセミナー 1（老年）

特別講演 2

13:00

ランチョンセミナー 2（循環）

「手術室での COVID-19 感染の経験」

座長：上村 裕一（鹿児島大学医学部 麻酔・蘇生学講座）
演者：金澤 伴幸（岡山大学病院 小児麻酔科）
共催：マシモジャパン株式会社

ライブ

13:15〜14:10

ライブ

「心臓血管外科術後臓器障害に対する血液浄化療法導入の
臨床的意義〜臓器連関の視点に立脚した包括的治療戦略」

ライブ

一般演題 3（老年）
症例報告 1（呼吸・気道・筋弛緩）

座長：藤村

直幸（聖マリア病院

ライブ

「Root モニタを用いた術中催眠レベルと脳灌流の評価」

座長：川股 知之（和歌山県立医科大学 麻酔科学教室）
演者：堀下 貴文（産業医科大学 麻酔科学）
共催：丸石製薬株式会社

13:30〜14:15

共催セミナー（循環）

12:10〜13:00

画

明（九州大学大学院医学研究院
循環器外科学）

13:40〜14:40

14:00

録

12:10〜13:00

一般演題 3
座長：辛島

心臓外科関連（循環）

裕士（九州大学病院

手術部）

麻酔科）

演者：近沢

元太（心臓病センター榊原病院
心臓血管外科・集中治療部）
共催：バクスター株式会社

15:00

14:50〜15:50

スポンサードセミナー（循環） ライブ

「TAVI における下肢 rSO2 の有用性
ー開心術における脳 rSO2 と同様に必須なのか？ー」

座長：原
哲也（長崎大学大学院 麻酔集中治療医学）
演者：石井 久成（天理よろづ相談所病院 麻酔科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社 【アーカイブ無】

16:00

14:30 〜 15:35
14:45〜15:40

一般演題 4（老年）
症例報告 2（循環・他）

座長：藤吉

哲宏（九州大学病院

ライブ

一般演題 4

麻酔症例報告 1（循環）

座長：秋吉浩三郎（福岡大学医学部

麻酔科学教室）

麻酔科蘇生科）

15:45〜16:50
16:00〜17:30

「元号「令和」と万葉集」
座長：外
演者：東

須美夫（国際医療福祉大学／
医療法人社団高邦会 高木病院）
茂美（福岡女学院大学 人文学部）

ライブ

一般演題 5

ライブ

座長：松永

特別講演 3
17:00

ライブ

16:30〜17:30

録

麻酔症例報告 2（循環）
明（鹿児島大学病院

手術部）

画

認定医制度講習会（老年）
「帯状疱疹関連痛と帯状疱疹ワクチン」

演者：比嘉

和夫（福西会南病院）

17:00〜18:00

「初めての心臓 Simulator」

座長：朔

演者：竹本
坂本

18:00

19:00

※【アーカイブ無】
と記載のセッションはライブ配信のみで事後のアーカイブ配信予定がありません。
（2月4日現在）
※循環制御学会のプログラムはホームページをご覧ください
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ライブ

循環動態アカデミーコラボレーション企画 1（循環）
啓太（国立循環器病研究センター
循環動態制御部）
佳充（マスワークス合同会社）
隆史（九州大学病院 循環器内科）

日程表

2021 年 2 月 21 日（日）

第１会場

老年麻酔・循環制御

第 2 会場

合同開催

第 3 会場

老年麻酔学会

循環制御医学会

8:00

9:00

9:00〜10:00

録

セミナー（循環）

画

「肝移植時の心拍出量モニタリング
−TDCO と esCCO の比較−」

演者：外山

10:00

演者：比嘉

録

画

和夫（福西会南病院）

「疼痛治療における外用剤の過去・現在・未来」
座長：山本 達郎（熊本大学大学院生命科学研究部 麻酔科学分野）
演者：山口 重樹（獨協医科大学医学部 麻酔科学講座）
共催：久光製薬株式会社

11:30〜12:30

録

画

スポンサードセミナー 2（老年）

「超高齢化・超少子化の日本，麻酔科医
としてどのように立ち向かうか？」

10:15〜11:10

一般演題 5（老年）
整形外科・神経ブロック

座長：高松

千洋（高木病院

ライブ

ライブ

循環動態アカデミー
コラボレーション企画 2（循環）
「臨床循環動態学 Basic Lecture」

座長：砂川 賢二（社団法人 循環制御システム研究機構）
演者：朔
啓太（国立循環器病研究センター 循環動態制御部）
坂本 隆史（九州大学病院 循環器内科）

スポンサード教育講演（循環）

ライブ

「健康寿命延伸に向けての脳卒中予防
〜最新のエビデンスに基づく心房細動患者の抗凝固療法〜」

「循環動態学を科学する」

11:00〜12:00

演者・コメンテーター：
坂本 隆史（九州大学病院 循環器内科）
西川 拓也（国立循環器病研究センター 循環動態制御部）
鵜池
清（九州大学医学部 小児科）

ライブ

3（老年）

「レミマゾラムに関する報告と使用経験」

12:45〜13:45

ライブ

循環動態アカデミーコラボレーション企画 3（循環）
座長：重見 研司（福井大学医学部 器官制御医学講座麻酔・蘇生学領域）
演者：杉浦 清了（株式会社 UT-Heart 研究所）
重見 研司（福井大学医学部 器官制御医学講座麻酔・蘇生学領域）
朔
啓太（国立循環器病研究センター 循環動態制御部）

麻酔科）

演者：山蔭 道明（札幌医科大学医学部 麻酔科学講座） 12:10〜13:00
ランチョンセミナー
共催：バクスター株式会社

13:00

9:00〜10:00

10:00〜11:00
ライブ

スポンサードセミナー 1（老年）

12:00

認定医制度講習会（老年）
【再配信】

「帯状疱疹関連痛と帯状疱疹ワクチン」

裕章（東北大学医学系研究科
麻酔科学・周術期医学分野）

10:15〜11:15

11:00

9:00〜10:00

座長：恒吉 勇男（宮崎大学医学部 麻酔生体管理学教室）
演者：白水 和宏（九州大学病院 麻酔科蘇生科）
共催：ムンディファーマ株式会社
【アーカイブ無】

拓弥（国際医療福祉大学大学院医学研究科 循環器内科学
国際医療福祉大学福岡薬学部）
演者：富田 泰史（弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科学講座）
【アーカイブ無】
共催：第一三共株式会社

ライブ

循環動態アカデミー
コラボレーション企画 4（循環）
「心臓 Simulator 座談会」

座長：清水 秀二（国立循環器病研究センター 研究推進支援部）
福家聡一郎（岡山赤十字病院 循環器内科）
12:10〜13:00

ランチョンセミナー 4（循環） ライブ

「侵襲的処置・検査時の鎮静・鎮痛管理」

座長：垣花 泰之（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科
生体機能制御学講座 救急･集中治療医学分野）
演者：坂口 嘉郎（佐賀大学医学部 麻酔・蘇生学）
【アーカイブ無】
共催：ニプロ株式会社

座長：岸

14:00

14:00〜15:00

「COVID-19 時代の感染症対策」

15:00

シンポジウム（循環）

和美（弘前大学大学院医学研究科
麻酔科学講座）

【アーカイブ無】

14:15〜15:00

ライブ

優秀演題（老年）
座長：瀬戸口秀一（佐賀大学医学部附属病院
15:00〜15:15

演者：白水 和宏（九州大学病院 麻酔科蘇生科）
野田英一郎（国立病院機構九州医療センター
広域災害・救命救急センター）
共催：スリーエムジャパン株式会社

ライブ

「血行動態から考えるデバイス治療の
適応とその効果の評価」

ライブ

スポンサードシンポジウム 2（老年）
座長：廣田

13:30〜15:30

手術部）

閉会式／表彰式（老年）

座長：砂川 賢二（社団法人 循環制御システム研究機構）
演者：白井 伸一（小倉記念病院 循環器内科）
金澤 英明（慶應義塾大学医学部 循環器内科）
坂本 隆史（九州大学病院 循環器内科）
月永 晶人（国立循環器病研究センター 麻酔科）
鵜木
崇（済生会熊本病院 集中治療室）

15:30〜15:45

16:00

17:00

18:00

19:00

※【アーカイブ無】
と記載のセッションはライブ配信のみで事後のアーカイブ配信予定がありません。
（2月4日現在）
※循環制御学会のプログラムはホームページをご覧ください
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閉会式／表彰式（循環）

