
8:50 ～　オープニングセレモニー
9:00～ 9:36　一般演題１

「悪性腫瘍による続発性気胸」　O1-1 ～O1-4
座長：桑原 元尚（高木病院呼吸器センター）

11:24 ～ 12:00　一般演題４
「自然血気胸」　O4-1 ～O4-4

座長：濱武 大輔（福岡大学筑紫病院外科）

13:00 ～ 13:30　評議員会

16:36 ～ 18:00
ワークショップ

「“どうやる？” 胸腔ドレナージ」
座長：田中 明彦（市立札幌病院呼吸器外科）

飛野 和則（飯塚病院）　　　　

15:00 ～ 16:00
International session

座長：金子 公一 （埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科）  
Kou-Juei Lin（China Medical University） 

演者：Fu Huan Huang(China Medical University Children’s Hospital）
         Chien-Heng Lin(China Medical University Children’s Hospital）

9:36 ～ 10:30　一般演題２
「気胸センター・気象と気胸」　O2-1 ～O2-6

座長：武井 秀史（杏林大学呼吸器外科）

10:30 ～ 11:24　一般演題３
「遺伝性嚢胞性肺疾患」　O3-1 ～O3-6

座長：瀬山 邦明（順天堂大学）

14:00 ～ 15:00　海外招請講演
“Management of primary spontaneous pneumothorax:

Controversies and advances”
座長：門倉 光隆 （昭和大学医学部外科学講座呼吸器外科部門）
 演者：Jin-Shing Chen                                     

（Department of Surgery, National Taiwan University
Division of Thoracic Surgery, Department of Surgery, National Taiwan University Hospital） 

13:30 ～ 14:00
ポスターセッション

P1-1 ～ P1-6、P2-1 ～ P2-5

18:00 ～ 18:40　特別講演
「日本に科学工業をもたらした偉人 田中久重」
座長：林 明宏 （社会医療法人天神会新古賀病院）
演者：林 洋海 （ノンフィクションライター）

10:00 ～ 10:50　教育セッション１
外傷性気胸の初期対応～管理

演者：合原 則隆（久留米大学救命救急センター）

11:00 ～ 11:50　教育セッション２
気胸の外科的治療

演者：冨満 信二（社会医療法人天神会新古賀病院呼吸器外科）

14:00 ～ 14:50　教育セッション３
嚢胞性肺疾患患者のリハビリテーション

演者：金子 秀雄（国際医療福祉大学福岡保健医療学部）

15:00 ～ 15:50　教育セッション４
気胸・肺のう胞性疾患の画像診断

演者：小野 研（社会医療法人天神会新古賀病院放射線部）

ポスター1
「症例報告1」P1-1 ～ P1-6
四万村 三恵
（日本大学医学部外科学系呼吸器外科学分野）
ポスター2
「症例報告２」P2-1 ～ P2-5
山本 滋
（昭和大学医学部外科学講座呼吸器外科学部門）

16:00 ～ 17:30
「チームで学ぶ
ハンズオンセミナー」

（事前参加登録制／定員３０名）
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第２１回日本気胸 ・嚢胞性肺疾患学会総会　日程表

９月８日 （金）

12:05 ～ 12:55　ランチョンセミナー１
座長：大田 守雄（中頭病院呼吸器外科）
演者：栗原 正利（日産厚生会玉川病院）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

16:00 ～ 16:36　一般演題　口演５
「手技の工夫・その他」　O5-1 ～O5-4
座長：澤端 章好（星ヶ丘医療センター）

１９:００～　会員懇親会
（１階 展示室）
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10:54 ～ 11:30　一般演題９
「術中胸膜補強法」O9-1 ～O9-4

座長：冨満 信二（社会医療法人天神会新古賀病院呼吸器外科）

8:30 ～ 9:15　一般演題6
「若年気胸」O6-1 ～O6-5

座長：森山 重治（岡山赤十字病院呼吸器外科）

16:55 ～ 17:31　一般演題１３
「感染性嚢胞・間質性肺炎合併気胸」O13-1 ～ O13-4
座長：岡林 寛（独立行政法人国立病院機構福岡東医療センター）

12:30 ～ 13:00　総会

13:30 ～ 14:40　シンポジウム
「高齢者難治性気胸に対する治療戦略」

座長：丹羽 宏（聖隷三方原病院呼吸器センター外科）
　　   栗原 正利（公益財団法人日産厚生会玉川病院）

9:15 ～ 10:09　一般演題７
「両側気胸」O7-1 ～O7-6

座長：岩﨑 正之（東海大学医学部）

14:40 ～ 15:25　一般演題１０
「高齢者気胸」O10-1 ～ O10-5

座長：川村 雅文（帝京大学医学部附属病院）

16:19 ～ 16:55　一般演題１２
「女性気胸」O12-1 ～ O12-4

座長：河野 匡（虎の門病院呼吸器センター外科）

15:25 ～ 16:19　一般演題１１
「外傷性気胸・その他」O11-1 ～ O11-6

座長：田尻 道彦
（神奈川県立循環器呼吸器病センター）

10:09 ～ 10:54　一般演題８
「気漏・肺瘻修復・EWS」O8-1 ～O8-5
座長：中西 浩三（国立病院機構埼玉病院）

13:00 ～ 13:30
ポスターセッション

P3-1 ～ P3-4、P4-1 ～ P4-5

10:00 ～ 10:50　教育セッション５
気胸のフィジカルアセスメント

～NPの視点と早期発見のポイント～
演者：酒井 博崇（藤田保健衛生大学病院中央診療部）

11:00 ～ 11:50　教育セッション６
慢性閉塞性肺疾患における呼吸機能検査の基礎

演者：田辺 一郎
（佐賀大学医学部附属病院検査部）

13:30 ～ 14:20　教育セッション７
呼吸器疾患における栄養管理

演者：平山 貴恵
（社会医療法人天神会新古賀病院栄養管理課）

ポスター３
「症例報告３」P3-1 ～ P3-4
座長：大渕 俊朗
（聖マリア病院）
ポスター４
「症例報告4」P4-1 ～ P4-5
座長：武田 雄二
（佐賀大学医学部胸部心臓血管外科学講座）

17:31 ～閉会式

第 1会場
（５階 大会議室）

第２会場
（４階 Ｃボックス）

ポスター会場
（４階 スタジオ２）

９月９日 （土）

11:35 ～ 12:25　ランチョンセミナー２

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

座長：岩﨑 昭憲 （福岡大学付属病院呼吸器外科）
演者：森 毅 （熊本大学大学院生命科学研究部呼吸器外科学）
　　　根津 賢司 （市立宇和島病院呼吸器外科） 


