
参加者へのご案内 
第１３回呼吸ケアカンファレンス 

第５６回日本呼吸器学会学術講演会 

 

このたびは、第 1３回呼吸ケアカンファレンス、ならびに第 56 回日本呼吸器学会学術講演会にお申し込みいただき 

ありがとうございました。当日の詳細をご案内申し上げます。 

受付はコースにより場所が異なります。また、参加コース別にご準備いただく物がございますので、必ず最後まで 

ご一読ください。 

 

■第 13 回呼吸ケアカンファレンス 受付について 

  会 場：国立京都国際会館 ※南玄関をご利用ください。正面玄関からのご入場は出来ません。 

受 付：5F 各コース会場前 

時 間：各コース開始 1 時間前から ※開始間際の受付は混雑が予想されます。時間に余裕を持ってお越しください。          
受付場所 コース 日付 受付時間 

5F 509 
・栄養（AM） 4 月  8 日 

各コース開始 1 時間前から 

・アドバンストレクチャー 4 月 9 日-10 日 

5F 510 
・プライマリーコース 4 月 8 日-  9 日 

・口腔ケア 4 月 10 日 

5F 553 
・理学療法の実習 1 4 月  8 日 

・理学療法の実習 2 4 月  9 日 

5F 554 
・シミュレーショントレーニング 4 月  9 日 

・禁煙 4 月 10 日 

＊「参加引換証」をご持参ください。テキスト、ネームカード、領収書をお渡し致します。 

＊ 貴重品と実習使用備品（下記参照）以外のお荷物、コートは 1F のクロークにお預けの上、会場にお越しください。 

＊ケアカンファレンスと第 56 回日本呼吸器学会の事前登録をされ、ケアカンファレンスに先にご参加 
される場合は、ケアカンファレンスの受付ですべての手続きが可能です。 

    

■第 56 回日本呼吸器学会学術講演会 事前申込者 受付 

  会 場：国立京都国際会館 ※南玄関をご利用ください。正面玄関からのご入場は出来ません。 

受 付：5F 552（第 13 回呼吸ケアカンファレンス本部） 

時 間：4 月 8 日（金）～10 日（日） 8:00～17:00 ※10 日は 15:30 終了 

＊第 56 回日本呼吸器学会の総合受付（1F）では受付できません。ご注意ください。 

＊「参加引換証」を受付（5F 552 ケアカンファレンス本部）でご提示ください。 

参加証（領収書付き）をお渡し致します。 
 

■呼吸ケアカンファレンス コース別持ち物について 

理学療法の実習 1・２ 

・バスタオル 1 枚（枕の代用）、聴診器、筆記用具。 

・ Ｔシャツ、ズボンなど、動きやすく実習可能な服装でご参加ください。※更衣室のご用意はございません。 

・髪の毛が長い方は髪留め（ゴムなど）のご用意、爪が長い方は爪を切ってご参加ください。 

・ 終日実習となります。マットの準備はございますが、床が固い会場ですので、必要に応じて膝を保護するもの 

（サポーター、タオルなど）をご用意ください。 

・ 開始時間（9:00）までには、上記の準備を済ませてご着席いただくようお願い致します。 
 

シミュレーショントレーニング 

・聴診器。 

・実習を行いますので、動きやすい服装・靴でご参加ください。 
 

口腔ケア 

 ・聴診器、フェイスタオル 2 枚、少し大きめの手鏡（置いて使えるもの）、ペンライト。 

 

■その他 

・昼食は各会場にお弁当をご用意しています（栄養コースを除く）。 

・事前申込者以外の方の代理参加はできません。 

やむを得ず代理参加をご希望される場合は、必ず事前にご連絡ください。 

事前連絡無く、代理の方が参加された場合は、単位の取得は出来ません。 

 
 
---【お問合せ先】---------------------------------------------------------------------------------------- 

第 13 回呼吸ケアカンファレンス・第５6 回日本呼吸器学会学術講演会 
運営事務局 担当：亀田 TEL：03-5805-5262  FAX：03-3815-2028  E-mail：care@coac.co.jp 
営業時間：10:00-18:00（土・日・祝祭日は休業） 



第13 回呼吸ケアカンファレンス　PROGRAM
4 月 8 日（金）　　　           　　　  　   509

栄　養

9:00-9:50
COPD の栄養療法総論
栄養障害のメカニズムと対策

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

                            　　　         　     　　　  510

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 栄養・運動生理よりみる呼吸ケア  一和多俊男 

10:10-11:10 症状よりみる呼吸ケア 長坂　行雄

11:25-12:25 呼吸生理よりみる呼吸ケア 小川　浩正

13:30-14:30 血液ガスよりみる呼吸ケア 桑平　一郎

14:45-15:45 口腔ケアの知識と実践 植田耕一郎

15:45-16:45 解剖・生理よりみる呼吸ケア 藤本　圭作

                            　　　         　     　　　  553

理学療法の実習１

9:00-9:15 オリエンテーション 森沢　知之 
野添　匡史

9:15-9:30 症例提示 横山　仁志

9:30-10:30 体表解剖 玉木　　彰

10:40-12:00 視診・触診 ① 佐野　裕子 
北川　知佳

13:00-13:50 触診 ② 佐野　裕子 
北川　知佳

13:50-14:35 打診 間瀬　教史

14:45-15:45 聴診 長坂　 行雄

15:45-16:20 症例・復習 横山　仁志

16:20-16:30 まとめ・質疑応答 森沢　知之 
野添　匡史

　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　　  　　　　　　　　　 　　　554

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　政美

9:20-10:00 人工呼吸器のアラームとグラフィックモニタ（人工呼吸器使用説明含む） 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

11:20-12:00 シナリオ① ②

13:00-14:00 シナリオ③④⑤

14:15-14:55 シナリオ⑥⑦

15:10-16:10 シナリオ⑧⑨⑩

16:10-16:25 シミュレーショントレーニング総括 松本　政美

4 月 9 日（土）　　　           　　　  　   509

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 に対する戦略 小谷　　透

11:35-12:20 人工呼吸器の目的と
高二酸化炭素血症に対する人工呼吸 石原　英樹

13:15-14:00 侵襲的人工呼吸管理中の看護 森田　幸子

14:05-14:50 人工呼吸関連肺炎 志馬　伸朗

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

                            　　　         　     　　　  510

プライマリーコース （２日目）

9:00-10:00 心肺蘇生法 長谷川隆一

10:00-11:00 理学療法の知識 桂　　秀樹

11:15-12:15 NPPV とチーム医療 竹川　幸恵

13:15-14:15 理学療法の知識 森沢　知之

14:15-15:15 人工呼吸の知識 石原　英樹

15:30-16:30 在宅におけるチーム医療 武知由佳子

16:30-16:45 質疑応答

                            　　　         　     　　　  553

理学療法の実習２

9:00-9:05 オリエンテーション 田中　貴子

9:05-9:20 呼吸介助の基礎 宮本　直美

9:20-9:50 仰臥位，下部胸郭の呼吸介助法：実習 宮本　直美

9:50-10:20 仰臥位，上部胸郭の呼吸介助法：実習 長谷川　聡

10:30-11:05 側臥位の特徴と姿勢管理　 
側臥位，下部胸郭の呼吸介助法：実習 長谷川　聡

11:05-11:30 連続練習 田中　貴子

13:00-14:00 症例検討 1（前傾側臥位） 
前傾側臥位，下部胸郭介助法：実習 笹沼　直樹

14:00-15:00 症例検討 2（座位） 
座位，上部・下部胸郭介助法：実習 山根　主信

15:10-15:35 連続練習 
（前傾側臥位・座位上部・下部） 田中　貴子

15:35-16:15 連続練習と習熟度チェック 
フィードバックとその後の連続練習 田中　貴子

16:15-16:30 まとめ・質疑応答 田中　貴子

4 月 10 日（日）　　           　　　    　　　509

アドバンストレクチャー （２日目）

8:30-9:15 人工呼吸器からのウィーニング
について 横山　俊樹

9:35-10:55 人工呼吸器の実習 野口　裕幸

11:05-11:50 NPPV 装着患者の看護（急性期） 渡部  妙子

13:00-13:45 カフアシストについて 三浦　利彦

13:50-14:35 NPPV 装着患者の看護
（慢性期・在宅まで） 竹川　幸恵

14:50-16:50 NPPV、カフアシストの実習 竹川　幸恵
三浦　利彦

                            　　　         　     　　　  510

口腔ケア

9:00-10:00 誤嚥性肺炎の原因と治療 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 寺田　　泉

15:00-15:30 ビデオ上映、解説
寺田　　泉 

高柳　久与

15:45-16:30 実習

                            　　　         　     　　　  554

禁　煙

9:00-9:10 オリエンテーション

9:10-10:30 依存症のメカニズム 磯村　　毅

10:40-12:00
治療の両輪
～薬物療法と認知行動療法

加濃　正人

13:00-17:00 動機づけ面接ワークショップ 川合　厚子



会場案内図 
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■国立京都国際会館 
〒606-0001 京都市左京区岩倉大鷺町 422 番地 
TEL：075-705-1229 
http://www.icckyoto.or.jp/access/access.html 

 

EV 

南玄関 

5F 


