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会場名 第1会場 第2会場 第3会場／ポスター会場A（後方） ポスター会場B 参加受付 企業展示会場

日程表

【学会 1日目】9月 8日（金）

14 第⚙回 日本 Acute Care Surgery 学会学術集会

E 発表言語／スライド表記 :英語 E スライド表記 :英語／同時通訳 :日⾶韓 E スライド表記 :英語

11:00～12:30(90分)

評議員会

8:30～10:30(120分)

外傷外科指南塾
銃創・爆傷編

13:50～14:00(10分) 開会式
14:00～15:10(70分)
ワークショップ1

「膵・十二指腸およびその
周辺領域のACS ─症例か

ら学ぶ治療戦略」
座長:佐藤 格夫

海野 倫明

15:20～15:50(30分)
コーヒーブレイクセミナー1
「重症患者における早期経腸栄養と

血糖コントロール」
座長:岡田 晋吾 演者:巽 博臣
共催:アボットジャパン株式会社

16:00～16:50(50分)
ワークショップ2

「食道・胸部大血管疾患における
ACSの治療戦略」
座長:溝端 康光

七戸 俊明

16:15～16:45(30分) Eコーヒーブレイクセミナー2
「がん患者における栄養管理における

シフトチェンジの重要性」
座長:梛野 正人 演者:比企 直樹

共催:ミヤリサン製薬株式会社

12:40～13:40(60分)
ランチョンセミナー1
「内視鏡外科手術時代に
おけるAcute care surgery」

座長:袴田 健一 演者:赤星朋比古
共催:ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

19:00～20:30(90分)

情報交換会（全員懇親会）

8:30～12:30(240分)

外傷外科手術指南塾

14:00～14:40(40分) E
教育講演1

「Oncologic Emergency: Acute Care
Surgeonが対応すべき疾患群」

座長:真弓 俊彦 演者:小豆畑丈夫

14:40～15:20(40分) E
教育講演2

「外傷性DIC」
座長:北野 光秀 演者:丸藤 哲

15:20～16:05(45分) E
ワークショップ3 関連演題

「救命率を向上させる外科と
IVRとのコラボレーション」

座長:関根 和彦

16:50～17:40(50分) E
ワークショップ4

「災害医療とacute care surgeon」
座長:井上 潤一

白子 隆志

12:40～13:40(60分)
ランチョンセミナー2

「敗血症DICと外傷急性期のDIC
～その病態と治療～」

座長:平野 聡 演者:早川 峰司
共催:一般社団法人 日本血液製剤機構

16:00～16:45(45分)
パネルディスカッション関連演題1
「誰がacute care surgeryを担うのか？

─地域性と多様性─」
座長:秋元 寬 E

7:30～12:30

ポスター貼付

7:30～12:30

ポスター貼付

12:30～17:40

ポスター展示

12:30～17:40

ポスター展示

17:40～18:55(75分)

ポスター発表
KSACSジョイント
ポスターセッション

E

17:40～18:55(75分)

ポスター発表

ポスター撤去

8:00～18:55

参加受付

7:30～19:00

展示・休憩
スペース

17:30～19:00

休憩スペースで
お飲み物をご用意
しております。
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【学会 2日目】9月 9日（土）

The 9th Annual Meeting of the Japanese Society for Acute Care Surgery 15

8:00～8:50(50分)
モーニングレクチャー
Fundamental Use of Surgical
Energy(FUSE)プログラムに学ぶ

「目から鱗！電気メスの原理と関連有害事象」
座長:益子 邦洋 演者:渡邊 祐介

共催:コヴィディエンジャパン株式会社

9:00～9:40(40分)
教育講演3「侵襲時の栄養代謝動態の

変化と治療的介入の可能性」
座長:本竹 秀光
演者:苛原 隆之

9:40～11:10(90分)

シンポジウム
「acute care系学会の現状

と将来像」
座長:横田順一朗

平野 聡
特別発言:梛野 正人

11:10～12:10(60分) E
教育特別講演

「The Development of the Acute Care
Surgical System at the McGill University

Health Centre in Montreal」
座長:平野 聡

演者:Tarek Razek

12:25～13:25(60分)
ランチョンセミナー3

「救急現場でのワルファリン服用患者
マネジメントにおける4F-PCC（プロト

ロンビン複合体製剤）の役割」
座長:大友 康裕 演者:福岡 敏雄

共催:CSLベーリング株式会社

13:35～13:55(20分)
会員総会

14:10～15:10(60分)

外傷教育セミナー
「腹部外傷外科の基本」

座長:山下 裕一
演者:畑 倫明

15:25～16:25(60分)
Decision Making

「ACSにおけるDecision
Making」

座長:渡部 広明
坂本 義之

9:00～9:35(35分) E
パネルディスカッション関連演題2
「誰がacute care surgeryを担うのか？

─地域性と多様性─」
座長:藤田 尚

9:35～10:05(30分) E
ワークショップ4 関連演題
「災害医療とacute care surgeon」

座長:松田 潔
10:05～11:05(60分) E

KSACSジョイントセッション
特別演題

「周術期管理と外科集中治療」
座長:Suk-Kyung Hong

座長:村田 希吉
11:05～12:15(70分) E

ワークショップ3
「救命率を向上させる外科と
IVRとのコラボレーション」

座長:井上 聡
田邉 稔

12:25～13:25(60分) E

ランチョンセミナー4
「Acute Care Sugery領域における
DICの病態・診断・治療について」

座長:中村 文隆 演者:岡本 好司
共催:旭化成ファーマ株式会社

14:25～16:25(120分) E

パネルディスカッション
「誰がacute care surgery
を担うのか？ ─地域性と

多様性─」
座長:Keum Seok-Bae

袴田 健一

14:05～14:35(30分)
ワークショップ1(関連演題)

「膵・十二指腸」
座長:伊東 昌広

14:35～15:05(30分)
ワークショップ2(関連演題)

「食道・胸部大血管」
座長:大場 淳一

8:00～9:50

ポスター貼付

8:00～9:50

ポスター貼付

9:50～16:30

ポスター展示

9:50～16:30

ポスター展示

16:30～17:45

ポスター発表
KSACSジョイント
ポスターセッション

E

16:30～17:45

ポスター発表

17:45～17:55(10分) 閉会式
ポスター撤去

7:30～17:45

参加受付

8:00～18:00

展示・休憩
スペース

14:05～14:25(20分) Eパネルディスカッション 基調講演
「固定翼機による患者搬送─北海道における

メディカルウイングの運航」
座長:久志本成樹 演者:奈良 理

外傷教育セミナー受付

外傷教育セミナー受講証授与
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