第69回学術集会 プログラム集 落丁部分
※178ページに掲載

＜WEB開催プログラム：委員会企画＞
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
TS09 シンポジウム
広報委員会：医学生・臨床研修医(初期)招待企画
初期研修医や専攻医における麻酔科研修の重要な意義
The significant meanings for residents and fellows in clinical training of anesthesia

山田 希生（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座）
女性麻酔科医のキャリアパス～これからの姿～
The career path of a female anesthesiologist~future form~

渋谷 博美（国立病院機構大阪医療センター）
心臓血管麻酔の魅力
Attractions for the Cardiothoracic Vascular Anesthesia

小川 覚（京都府立医科大学附属病院）
シンポジウム 麻酔科サブスペシャリティーの魅力 ～小児麻酔～ 「小児麻酔の魅力」
Pediatric Anesthesia --- Sounds good ! ---

諏訪 まゆみ（静岡県立こども病院 麻酔科）
産科麻酔の魅力
Fascinating obstetric anesthesia

須賀 芳文（順天堂大学医学部附属順天堂医院）
麻酔の船に乗って、集中治療の海へ漕ぎ出そう! ～麻酔科サブスペシャリティの集中治療医からのメッセージ～
Let's get on board the ship of anesthesia and row out into the ocean of intensive care!: A message from an intensivist with a
subspecialty in anesthesiology

出井 真史（横浜市立大学附属病院）
ペイン・バスターズ: 痛みの診療に携わる麻酔科医の活躍
Pain busters: anesthesiologists' activities for pain management

山口 重樹（獨協医科大学医学部麻酔科学講座）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
TS10 シンポジウム
国際交流委員会：COVID-19流行期における各国の麻酔科における学生教育、研修などの実情
座長：笹川 智貴（旭川医科大学病院）

Anesthesia Residency - Education and Training in Germany
Roland C. E. Francis（Charité - Universitätsmedizin Berlin）
Effect of COVID-19 pandemic on anesthesia education and training in Thailand
Kasana Raksamani（Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital）
COVID-19流行期における米国アイオワ大学病院麻酔科における医学生教育、及びレジデント研修の実状
The current status of anesthesia education and training during the COVID-19 pandemic: University of Iowa Hospital perspective

花田 諭史（アイオワ大学医学部麻酔科）
COVID-19のオーストラリアでの麻酔科研修への影響
How COVID-19 has affected the anaesthetic training in Australia

大橋 弥生（Fiona Stanley Fremantle Hospitals Group）
コロナ禍の日本の大学病院麻酔科における学生教育・研修の実情
Medical student education and training of anesthesiology in the time of COVID-19 -Experience at university hospital in Japan-

井口 直也（大阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座

麻酔・集中治療医学教室）

第69回学術集会 プログラム集 訂正表
※2022年１月以降のご異動によるご所属の変更は反映しておりません。
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＜プログラム訂正＞
頁

内容/セッション番号 企画種類等

セッション名/項目

変更事項

掲載情報

変更/修正後の情報

83

領域WG企画/Q06

優秀演題/小児 優秀演題

座長所属

聖マリア病院

JCHO九州病院

一般演題

114,
168

領域WG企画/WS03 シンポジウム

近未来の周術期リスク評価・介入とAI/麻酔科関連-2

講演タイトル

周術期・集中治療療育での臓器機能評価・介入とAI

周術期・集中治療領域での臓器機能評価・介入とAI

131,
177

委員会企画/TS08

手術室・ICU以外での安全な鎮静を達成するためにー安全な鎮静のプラ
クティカルガイド改定と麻酔科医の役割/安全委員会

講演タイトル

鎮静総論及びシンポジウムの主旨

手術室・ICU以外での安全な鎮静を達成するためにー安
全な鎮静のプラクティカルガイド改定と麻酔科医の役割

135

専門医機構認定講
麻酔科領域講習
習/R02

周術期不整脈:周術期に遭遇したこんな心電図、あなたのファイナルアン
講演時間
サーは？/循環 ベーシック

17：30～18：30

17：45～18：45

135

専門医機構認定講
麻酔科領域講習
習/R06

小児麻酔の術前評価:成長発達に応じて/小児 ベーシック

講演時間

17：30～18：30

17：45～18：45

136

専門医機構認定講
麻酔科領域講習
習/R12

胸壁周囲の神経ブロック/ペイン緩和・局所麻酔 アドバンスト

講演時間

17：30～18：30

17：45～18：45

136

専門医機構認定講
麻酔科領域講習
習/R11

薬物体内動態の基礎/麻酔科関連-1 ベーシック

講演時間

17：30～18：30

17：45～18：45

137

専門医機構認定講
麻酔科領域講習
習/R17

機械的補助循環と麻酔管理/循環 アドバンスト

演者

入嵩西 毅（大阪大学大学院医学系研究科麻酔集中治
療医学教室）

川島 信吾（浜松医科大学医学部附属病院）

シンポジウム

＜演題取り下げ＞
頁

セッション番号

企画種類

セッション名/項目

演題タイトル

演者

95

P02-11

ポスター

周術期鎮痛 胸部・腹部外科

胸腔鏡下肺切除術において神経ブロックの最適な時期の検討

中井 愛子（愛知県がんセンター）

110

P02-17

ポスター

薬理学

麻酔導入期における反応消失時のプロポフォール効果部位濃度と麻酔維持期の麻 松岡 智恵（福島県立医科大学附属病院 麻酔・疼痛緩
酔薬の必要量との関係
和科）

小項目

変更事項

掲載情報

変更/修正後の情報

Welcome Party

時間, 場所

19：15～約2時間（予定）
神戸港クルーズ ルミナス神戸2

18：00～20：00
神戸ポートピアホテル内会場（詳細はホームページで案
内）

＜神戸会場開催情報訂正＞
頁

目次

大項目

24

神戸会場開催 参加
各種パーティ、そ
者の皆様へのご案
の他
内

