
2015 年度 第 2 回大分集中治療セミナー 

 

主 催：一般社団法人 AQTO 

期 日：2015年 6月 27日（土） 

会 場：レンブラントホテル大分 〒870-0816 大分市田室町 9番 20号 

募集定員：150名 

 

セミナープログラム 
 セミナーA会場 

2Ｆ「二豊の間 A」 

セミナーB会場 

2Ｆ「二豊の間 B」 

展示会場 

2Ｆ「久住の間」 

 8：30- 9:00 受付  

9:00- 9:10 開会挨拶 

（大分大学 麻酔科学講座 教授 北野 敬明） 

本セミナーのコンセプト紹介 

（一般社団法人 AQTO理事長   後藤 孝治） 

9：00～ 

9:10- 9:20 本セミナーのコンセプト紹介 

（一般社団法人 AQTO理事長   後藤 孝治） 

開会挨拶 

（大分大学 麻酔科学講座 教授 北野 敬明） 
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9:20- 9:30 休憩 休憩 

9:30-10:00 司会：大分大学集中治療部 副部長 後藤 孝治 

患者重症度スコアと臓器障害 

（大分大学 麻酔科 佐々木 美圭） 

司会：大分大学麻酔科学講座 教授 北野 敬明 

知っておきたい急性血液浄化療法 

（別府医療センター 麻酔科 金ヶ江 政賢） 

10:00-10:10 休憩 休憩 

10:10-10:40 司会：大分大学集中治療部 助教 安田 則久 

ICU における血液生化学データの見方 

（大分大学 麻酔科 病院特任助教 荻原 洋二郎） 

司会：大分大学手術部 助教 古賀 寛教 

知っておきたい PCPS・IABP 

（大分岡病院 臨床工学技士 中田 正悟） 

10:40-10:50 休憩 休憩 

10:50-11:20 司会：別府医療センター麻酔科部長 大石 一成 

脳の集中治療 

（大分大学 手術部 助教 安部 隆国） 

司会：大分大学集中治療部 副部長 後藤 孝治 

究極の肺保護戦略 ECMO とは？ 

（大分大学医学部附属病院 臨床工学士 溝口 貴之） 

11:20-11:30 休憩 休憩 

11:30-12:00 司会：大分大学麻酔科学講座 教授 北野 敬明 

心臓の集中治療 

（大分大学 集中治療部 助教 山本 俊介） 

司会：大分大学 麻酔科 講師 日髙 正剛 

知っておきたい人工呼吸管理 

（大分大学 手術部 助教 安部 隆国） 

12:00-12:50 昼休憩 昼休憩 

12:50-13:00 記念集合写真撮影  

13:00-13:10 休憩 休憩 



13:10-14:40 司会：大分大学集中治療部 副部長 後藤 孝治 

   大分大学医学部附属病院 高度救命救急セ

ンター 副センター長 和田 伸介 

「パネルディスカッション 

集中治療医(intensivist)とは？」参照 

司会：大分大学医学部附属病院 集中治療部 

 看護師長 山田 郁 

大分大学 集中治療部 助教 山本俊介 

「パネルディスカッション 

集中治療ナースが習得すべきことは？」参照 

14:40-14:50 休憩 休憩 

14:50-15:20 司会：大分大学 麻酔科 講師 日髙 正剛 

肺の集中治療 

（大分大学麻酔科 病院特任助教 荻原 洋二郎） 

司会：大分大学 集中治療部 助教 山本 俊介 

知っておきたいＩＣＵ感染制御 

(大分大学医学部附属病院感染制御部 副部長 赤峰 みすず) 

～15：00 

15:20-15:30 休憩 休憩 

15:30-16:00 司会：別府医療センター麻酔科部長 大石 一成 

肝臓・消化器の集中治療 

（大分大学麻酔科 助教 大地 嘉史） 

司会：大分大学 手術部 助教 安部 隆国 

知っておきたい ICU胸写のポイント 

（大分大学 麻酔科 佐々木 美圭） 

16:00-16:10 休憩 休憩 

16:10-16:40 司会：大分大学 手術部 助教 古賀 寛教 

腎臓の集中治療 

（大分県立病院 麻酔科 小坂 麻里子） 

司会：大分大学 集中治療部 助教 山本 俊介 

知っておきたい ICUで使う抗生剤 

（大分県立病院 麻酔科 局 隆夫） 

16:40-16:50 休憩 休憩 

16:50-17:20 大分大学 集中治療部 助教 安田 則久 

血液・凝固の集中治療 

（大分赤十字病院 麻酔科 蔀 亮） 

司会：大分大学 手術部 助教 古賀 寛教 

謹呈！ ICU危機管理マニュアル 

（大分大学 麻酔科 助教 大地 嘉史） 

17:20-17:30 閉会挨拶 

（大分大学 集中治療部 助教 山本 俊介） 

閉会挨拶 

（大分大学 手術部 助教 古賀 寛教） 

17:30-17:45 アンケート回収  

 

参照）パネルディスカッション内容 

パネルディスカッション 

『集中治療医(intensivist)とは？』 

パネルディスカッション 

『集中治療ナースが習得すべきことは？』 

麻酔科専攻医が目指す集中治療医とは？ 

（大分大学 麻酔科 瀨田 尚子） 

集中治療領域における終末期医療 

（アルメイダ病院 看護師 井上 陽士） 

麻酔・救急同時研修中医師が目指す集中治療医とは？ 

（大分岡病院 救急部 鍋田 祐介） 

急性・重症患者看護専門看護師へのみちのり 

（大分大学医学部附属病院 集中治療部 看護師 井川 梨恵） 

集中治療専門医試験への必須条件は？ 

（大分大学 麻酔科 病院特任助教 荻原 洋二郎） 

集中ケア認定看護師からみる新人教育 

（大分県立病院 救命救急センター 看護師 小川 央） 

集中治療専門医をもつ救急専門医が必要とする ICU とは？ 

（アルメイダ病院 救急・集中治療科 部長 稲垣 伸洋） 

看護研究の必要性～県立病院 ICU での経験から 

（大分県立病院 看護師 山口 真由美） 

麻酔科医にとってなぜ ICUが必要なのか？ 

（大分大学 麻酔科 講師 日髙 正剛） 

ICU 看護におけるカンファランスの重要性 

（別府医療センター 看護師 高橋 博之） 

 

懇親会（意見交換会）：17：45－19：15予定 （レンブラントホテル大分内：会場は当日案内します） 


