
第14 回呼吸ケアカンファレンス　PROGRAM
4 月 21 日（金）　　           　　　  　   G402

プライマリーコース （１日目）

9:00-9:10 オリエンテーション

9:10-10:10 呼吸ケアに必要な解剖と生理 藤本　圭作

10:10-11:10 呼吸生理よりみる呼吸ケア 小川　浩正

11:25-12:25 血液ガスよりみる呼吸ケア 桑平　一郎

13:30-14:30 症状よりみる呼吸ケア 長坂　行雄

14:45-15:45 理学療法の知識 森沢　知之

15:45-16:45 口腔ケアの知識と実践 植田耕一郎

　　　         　     　　　  G409

理学療法の実習１

9:00-9:15 オリエンテーション 婦木亜紀子

9:15-9:30 症例提示 横山　仁志

9:30-10:30 体表解剖 染谷　光一

10:40-12:00 視診・触診 佐野　裕子 
松本香好美

13:00-13:50 視診・触診 佐野　裕子 
松本香好美

13:50-14:35 打診 野添　匡史

14:45-15:45 聴診 長坂　 行雄

15:45-16:20 症例提示 横山　仁志

16:20-16:30 質疑応答・まとめ 婦木亜紀子

　　　         　     　　　  G409

理学療法の実習２

9:00-9:05 オリエンテーション 笹沼　直樹

9:05-9:40 呼吸介助の基礎 宮本　直美

9:40-10:10 仰臥位　上部胸郭の呼吸介助法 宮本　直美

10:10-10:40 仰臥位　下部胸郭の呼吸介助法 辻　　和弘

10:50-11:00 側臥位の特徴と姿勢管理 辻　　和弘

11:00-11:30 側臥位　下部胸郭の呼吸介助法 辻　　和弘

11:30-12:00 連続練習 山根　主信

13:00-14:00 症例検討１ 笹沼　直樹

14:00-15:00 症例検討２ 上野　順也

15:10-16:10 習熟度チェックおよび連続練習 山根　主信

16:10-16:25 質疑応答・まとめ
宮本　直美
笹沼　直樹
山根　主信

4 月 23 日（日）　　           　　　  　   G402

栄　養

9:00-9:50 COPD の栄養療法総論
−栄養管理と身体活動性− 吉川　雅則

10:00-10:50 COPD の増悪期から安定期の栄養療法
−栄養評価と治療の実際− 中村　洋之

11:00-11:50 COPD の在宅栄養指導の実際
−美味しく・無理なく食べる工夫− 平岡　りか

　　　         　     　　　  G409

シミュレーショントレーニング

9:00-9:20 シミュレーショントレーニング
について 松本　政実

9:20-10:00 人工呼吸器のアラームと
グラフィックモニタ 春田　良雄

10:00-10:30 人工呼吸管理とABCDE バンドル 濱本　実也

10:40-11:00 ＫＹＴトレーニング

東海 RST
協力会

11:00-11:20 統一シナリオで練習

11:20-12:00 シナリオ

13:00-16:10 シナリオ

16:10-16:25 総括 松本　政実

　　　         　　　 7F ラウンジ

禁　煙

9:00-9:05 オリエンテーション

9:05-9:55
脱タバコ社会におけるタバコ産業
の戦略と攻防
～新型タバコ製品の意味と我々の役割～

望月友美子

10:05-10:55 保険診療の手順と認知行動療法 加濃　正人

11:05-11:55 依存症のメカニズム 磯村　　毅

13:00-17:00 禁煙支援や行動変容に役立つ
動機づけ面接法 WS

三間　　聡
瀬在　　泉

4 月 22 日（土）　　           　　　  　   G402

プライマリーコース （２日目）

9:00-10:00 NPPVとチーム医療 竹川　幸恵

10:00-11:00 安定期の理学療法の知識 桂　　秀樹

11:15-12:15 在宅におけるチーム医療 武知由佳子

13:15-14:15 人工呼吸療法 石原　英樹

14:15-15:15 これだけは知っておきたい
心肺蘇生法 長谷川隆一

15:30-16:30 栄養・運動生理よりみる呼吸ケア 一和多俊男

16:30-16:45 質疑応答

　　　         　     　　　  G701

アドバンストレクチャー （２日目）

8:30-9:15 人工呼吸器関連肺炎 志馬　伸朗

9:35-10:55 人工呼吸器の実習 野口　裕幸

11:05-11:50 急性期 NPPV 装着患者の看護 小林　　望

13:00-13:45 機械による咳介助（MI-E）
について 三浦　利彦

13:50-14:35 NPPV 患者の看護
−慢性期・在宅まで− 竹川　幸恵

14:50-16:50 NPPV・カフアシスト実習 竹川　幸恵
三浦　利彦

　　　         　     　　　  G701

口腔ケア

9:00-10:00 誤嚥性肺炎の診断と治療、
予防の考え方 山口　泰弘

10:15-11:45 嚥下障害の病態と治療 西村　　立

13:00-13:40 口腔ケア概論 鴨田　勇司

13:40-14:10 口腔ケア各論１ 高柳　久与

14:30-15:00 口腔ケア各論２ 梅田　慈子

15:00-15:30 ビデオ上映、解説 高柳　久与

15:45-16:30 実習
鴨田　勇司
梅田　慈子
高柳　久与

　　　         　     　　　  G701

アドバンストレクチャー （１日目）

9:00-9:45 呼吸不全患者の
フィジカルアセスメント 南雲　秀子

9:50-10:35 胸部画像所見の読み方 上甲　　剛

10:45-11:30 ARDS に対する人工呼吸戦略 竹内　宗之

11:35-12:20 人工呼吸器からの
ウィーニングについて 横山　俊樹

13:15-14:00 侵襲的人工呼吸管理中の看護 濱本　実也

14:05-14:50 人工呼吸の目的と高二酸化炭素血
症に対する人工呼吸 石原　英樹

14:55-15:40 人工呼吸装着患者の理学療法 鵜澤　吉宏

15:45-16:30 人工呼吸器・NPPV の安全管理 野口　裕幸


