第 17 回 日本臨床高気圧酸素 ・ 潜水医学会
学術集会 ・ 総会 日程表
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8：30

開場

8：50

開会の辞

8：55 ～ 9：45

一般演題 Ⅰ

座長：横田 裕行 （日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 部長）

9：45 ～ 10：00

指定演題

座長：横田 裕行 （日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 部長）
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演者：三浦 邦久 （東京曳舟病院 副院長）
10：00 ～ 10：30

教育講演 1 「潜水事故 −分析・対応・対策−」

座長：浅井 康文 （函館新都市病院 名誉院長・理事）
講師：鈴木 信哉 （亀田総合病院 救命救急科 部長）
10：30 ～ 11：00

教育講演 2 「CO2 の功罪と中毒」

座長：四ノ宮 成祥 （防衛医科大学校 分子生体制御学講座 教授）
講師：瀧 健治 （佐世保市総合医療センター 救命救急センター長）
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11：00 ～ 11：30

教育講演 3 「イレウスに対する高気圧酸素療法（HBO）の治療成績」

座長：三浦 邦久 （東京曳舟病院 副院長）
講師：矢嶋 知己 （札幌道都病院 理事・副院長）
秦 史壯 （札幌道都病院
11：30 ～ 12：00

理事長･院長）

教育講演 4 「高気圧酸素療法は形成外科の可能性を広げる」

座長：奥寺 敬 （富山大学医学部 救急・災害医学講座 主任教授）
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講師：村尾 尚規 （斗南病院 形成外科 科長）
12：10 ～ 13：30

ランチョンセミナー「トップアスリートへの高気圧酸素治療」

座長：森本 裕二（北海道大学大学院医学研究院 侵襲制御医学分野 麻酔･周術期医学教室 教授）
講演 1 「オリンピック候補選手に対する 高気圧酸素治療」
演者：小柳津 卓哉 （国立佐久医療センター 整形外科）
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講演 2 「ラグビーにおけるスポーツ外傷に対する高気圧酸素治療の効果」
演者：高橋 完靖（甲南医療センター 整形外科 部長）
13：30 ～ 14：00
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日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 総会
14：00 ～ 15：00

特別講演 「突発性難聴治療における高気圧酸素療法の意義と実際」

座長： 中村 博彦 （中村記念病院 理事長・院長）
演者： 高野 賢一 （札幌医科大学 耳鼻咽喉科 教授）

15

15：00 ～ 15：30

教育講演 5 「放射線障害の考え方と HBO」

座長：和田 孝次郎 （防衛医科大学校 脳神経外科学講座 教授）
講師：丹羽 康江 （兵庫医科大学 放射線医学教室）
15：30 ～ 16：00

教育講演 6 「脳梗塞・脊髄疾患に対して「今こそ高気圧酸素」と言うために」

座長：神 貴博 （中村記念病院 臨床工学科）
講師：平井 誠 （札幌麻生脳神経外科病院 臨床工学科）
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16：00 ～ 16：50

一般演題 Ⅱ

座長：石山 純三 （静岡済生会総合病院 院長）
16：50

閉会の辞

第 17 回 日本臨床高気圧酸素 ・ 潜水医学会
学術集会 ・ 総会 プログラム

6 月 4 日（金） 中村記念病院 5 階講堂
15:00 ～ 16:30
日本臨床高気圧酸素 ・ 潜水医学会 理事会
16:30 ～ 17:30
日本臨床高気圧酸素 ・ 潜水医学会 社員総会

6 月 5 日（土） 札幌プリンスホテル 国際館パミール 6 階
8：50 開会の辞
8：55 ～ 9：45
一般演題 Ⅰ
座長 ： 横田 裕行 （日本医科大学付属病院 高度救命救急センター 部長）
１． 当院における CO 中毒症例の検討
恩田 秀賢 （日本医科大学 救命救急科）
２． 前立腺癌患者における放射線性膀胱炎の臨床的検討および高気圧酸素治療の治療成績
渡邊 大祐 （江東病院 泌尿器科）
３． 閉所恐怖症を伴う放射線性膀胱炎に対して第 1 種装置を使用し高気圧酸素療法を行った 1 例
谷藤 暁 （昭和大学藤が丘病院 泌尿器科）
４． 高気圧酸素治療装置実態調査報告
渡邊 大祐 （江東病院 泌尿器科）
５． 中耳圧外傷を防ぐための加圧法の工夫
和田 孝次郎 （防衛医科大学校 脳神経外科学講座）
9：45 ～ 10：00
指定演題
座長 ： 横田 裕行 （日本医科大学付属病院 高度救命救急センター部長）
酸素カプセルと言われている健康器具の安全性について
三浦 邦久 （東京曳舟病院 副院長）

10：00 ～ 10：30
教育講演 1 「潜水事故 −分析・対応・対策−」
座長 ： 浅井 康文 （函館新都市病院 名誉院長・理事）
講師 ： 鈴木 信哉 （亀田総合病院 救命救急科 部長）
10：30 ～ 11：00
教育講演 2 「CO2 の功罪と中毒」
座長 ： 四ノ宮 成祥 （防衛医科大学校 分子生体制御学講座 教授）
講師 ： 瀧 健治 （佐世保市総合医療センター 救命救急センター長）
11：00 ～ 11：30
教育講演 3 「イレウスに対する高気圧酸素療法（HBO）の治療成績」
座長 ： 三浦 邦久 （東京曳舟病院 副院長）
講師 ： 矢嶋 知己 （札幌道都病院 理事・副院長）
秦 史壯 （医療法人社団 札幌道都病院 理事長･院長）
11：30 ～ 11：00
教育講演 4 「高気圧酸素療法は形成外科の可能性を広げる」
座長 ： 奥寺 敬 （富山大学医学部 救急・災害医学講座 主任教授）
講師 ： 村尾 尚規 （斗南病院 形成外科 科長）
12：10 ～ 13：30
エア・ウォーター株式会社/エア・ウォーター北海道株式会社 共催
ランチョンセミナー 「トップアスリートへの 高気圧酸素治療」
座長： 森本 裕二 （北海道大学大学院医学研究院 侵襲制御医学分野 麻酔・周術期医学教室 教授）
講演 1 「オリンピック候補選手に対する 高気圧酸素治療」
講師 ： 小柳津 卓哉 （JA 長野厚生連佐久医療センター）
（東京医科歯科大学整形外科非常勤講師）
講演 2 「ラグビーにおけるスポーツ外傷に対する高気圧酸素治療の効果」
講師 ： 高橋 完靖 （甲南医療センター 整形外科部長）
13：30 ～ 14：00
日本臨床高気圧酸素・潜水医学会 総会
14：00 ～ 15：00
特別講演 「突発性難聴治療における高気圧酸素療法の意義と実際」
座長 ： 中村 博彦 （中村記念病院 理事長・院長）
講師 ： 高野 賢一 （札幌医科大学 耳鼻咽喉科 教授）

15：00 ～ 15：30
教育講演 5 「放射線障害の考え方と HBO」
座長 ： 和田 孝次郎 （防衛医科大学校 脳神経外科学講座 教授）
講師 ： 丹羽 康江 （兵庫医科大学 放射線医学教室）
15：30 ～ 16：00
教育講演 6 「脳梗塞・脊髄疾患に対して「今こそ高気圧酸素」と言うために」
座長 ： 神 貴博 （中村記念病院 臨床工学科）
講師 ： 平井 誠 （札幌麻生脳神経外科病院 臨床工学科）
16：00 ～ 16：50
一般演題 Ⅱ
座長 ： 石山 純三 （静岡済生会総合病院 院長）
１． 新型コロナウイルス脳梗塞患者の、高気圧酸素療法の経験
浅井 康文（函館新都市病院）
２． RS ウイルス感染症（respiratory syncytial virus: RSV）に対する HBO の支持療法効果の基礎的検討
渡辺 渡（九州保健福祉大学 生命医科学部 生命医科学科）
３． Infrared thermography による高気圧処置の PAD 簡易評価
右田 平八（九州保健福祉大学 生命医科学部 生命医科学科）
４． 機械学習を利用した高気圧酸素治療予約数予測システムの構築
遠藤 太一（時計台記念病院 臨床工学科）
５． 見て見ぬふりしていた！？HBO 終了後の耳痛と中耳炎の関係
吉田 勇斗（札幌白石記念病院 臨床工学科）
16：50 閉会の辞

