2022
PICU Awareness Week
in Japan
2022年5 月 9 日 (月) 〜13 日 (金) 18 時 〜 19 時
2022年のテーマは「家族」
日本全国の施設を交えて、患者・家族について
みんなで一緒に考えてみませんか？
① web開催、参加費無料

③ 多職種参加

全国どこからでも無料で参加可能です。

療法士、心理師など多職種の方が登壇します。

チャットによる質問もお待ちしています。

様々な視点から議論を深めていきます。

② 講義・座談会の2部構成
講義：PICUの現状・課題を踏まえ、「わかっていること」「わかっていないこと」を取り上げます。
座談会：各施設での取り組みを紹介します。現場の悩みを共有し、解決策を探っていきます。

講義（18:00-18:30）
5⽉ 9⽇
(⽉)
5⽉10⽇
(⽕)
5⽉11⽇
(⽔)
5⽉12⽇
(⽊)
5⽉13⽇
(⾦)

座談会（18:30-19:00）

⼈⼯呼吸器離脱（主な対象：医師、看護師）
講師：⽵内宗之 先⽣（⼤阪⺟⼦医療センター

集中治療科

医師）

⾯会について（主な対象：看護師、⼼理師）
講師：⼩寺智⼦ 先⽣（⾼槻病院

公認⼼理師）

終末期ケア（主な対象：多職種）
講師：余⾕暢之 先⽣（国⽴成育医療研究センター

緩和ケア科

医師）

PICUにおける早期リハビリ（主な対象：多職種）
講師：⻘⽊⼀憲 先⽣（兵庫県⽴こども病院

集中治療科

医師）

特別企画：患者家族インタビュー（主な対象：多職種）
過去にPICUに⼊室した2名の患者様家族へインタビュー

＜接続URL＞
5/9-12 (共通) ：当⽇そのまま参加頂けます（https://us06web.zoom.us/j/83637156938）
5/13 (最終⽇)：最終⽇のみ事前登録が必要となります（https://forms.gle/t7n1xERaEP6no4SQ8）

5/9-12(共通)

5/13(事前登録)

合同企画：WFPICCS

協賛：JSPICC

2022
PICU Awareness Week
in Japan
＜プログラム詳細＞
講義（18:00-18:30）

座談会（18:30-19:00）

5⽉ 9⽇
(⽉)

⼈⼯呼吸器離脱（主な対象：医師、看護師）
皆さんは⼩児患者の⼈⼯呼吸器離脱をどのように⾏っていますか？⼩児の特性を
踏まえて⽵内先⽣に講義をお願いし、座談会では北海道から沖縄まで⽇本全国の
PICUでの取り組みを、看護視点も交えて紹介します。

5⽉10⽇
(⽕)

⾯会について（主な対象：看護師、⼼理師）
⾯会における患児と⾯会者の⼼理的変化について、公認⼼理師の⼩寺先⽣に講義
していただきます。座談会では、⾯会状況についてのアンケート結果を元に、コ
ロナ禍も含めてPICUでの⾯会をどう考えるか議論します。

5⽉11⽇
(⽔)

終末期ケア（主な対象：多職種）
⼩児緩和ケアの特徴やPICUでの終末期患者への関わり⽅について、余⾕先⽣にご
講演頂きます。座談会では脳死に相当する例を提⽰し、説明のタイミングや家族
へのアプローチの仕⽅など、各施設の取り組みを共有し議論します。

5⽉12⽇
(⽊)

PICUにおける早期リハビリ（主な対象：多職種）
講義ではPICUにおける早期リハビリテーションの現状と、兵庫県⽴こども病院の
これまでの取り組みをご紹介します。座談会では各施設の現状を共有し、より良
い早期リハにつながるような意⾒交換を⾏います。

5⽉13⽇
(⾦)

特別企画：患者家族インタビュー（主な対象：多職種）
実際にPICU⼊室した患者家族へのインタビューを通し、患者家族がどのような不
安を抱え、医療者に何を求めているかを探ります。集中治療と並⾏し、患者家族
にどういった⽀援ができるのか、多職種で考えましょう。

⼩休憩
(約5分間)

5⽇間連続企画：PICUお仕事紹介
講義と座談会の間の約5分間の⼩休憩を利⽤して、PICUのお仕事紹介を⾏います。
普段は⾒れない、様々な職種のお仕事を垣間⾒ることができます。

※ 5/13 (最終⽇)の特別企画は、患者様ご家族が動画にて登場されます。個⼈情報保護に留意し、
最終⽇のみ事前登録制とさせて頂きます。事前に必要事項をご登録頂いた⽅にのみ、後⽇、
zoom URLをお送り致します。誠に恐れ⼊りますが、5/12(⽊)までにご登録をお願い致します。
5月7日(土) 〜13日(金)は、“

World PICU Awareness Week ”
5月12日(木)は、“ Asia Day ”
by WFPICCS

5/9-12(共通)

5/13(事前登録)

合同企画：WFPICCS

協賛：JSPICC

＜登壇者一覧（敬称略、都道府県順に記載）＞
5⽉9⽇(⽉)
講義
（18:00-18:30）
お仕事紹介

⼈⼯呼吸器離脱（主な対象：医師、看護師）
＜講師＞
⽵内 宗之（⼤阪⺟⼦医療センター

5⽉10⽇(⽕)
講義
（18:00-18:30）
お仕事紹介

医師）

臨床⼯学技⼠（⼤阪市⽴総合医療センター）
＜司会＞
松⽥ 卓也（医師

座談会
（18:30-19:00）

集中治療科

⼤阪市⽴総合医療センター）

＜パネリスト＞
市坂 有基（医師 北海道⽴こども総合医療・療育センター）
中澤 満美⼦（医師 福島県⽴医科⼤学附属病院）
⻑⽥ 浩平（医師 埼⽟医科⼤学総合医療センター）
阿⾒ 祐規（医師 沖縄県⽴南部医療センター・こども医療センター）
⾯会について（主な対象：看護師、⼼理師）
＜講師＞
⼩寺 智⼦（⾼槻病院

公認⼼理師）

公認⼼理師（⾼槻病院）
＜司会＞
⼤⻄ 聡（医師 ⾼槻病院）
淵⽥ 範⼦（看護師 ⾼槻病院）

座談会
（18:30-19:00）

5⽉11⽇(⽔)
講義
（18:00-18:30）
お仕事紹介

＜パネリスト＞
秋⼭ 真祐（看護師 千葉県こども病院）
⼭⽥ 亜希奈（看護師 岐⾩県総合医療センター）
永井 ⾹帆（看護師 岐⾩県総合医療センター）
⼭⽥ 有菜（看護師 京都府⽴医科⼤学附属病院）
野中 美喜（看護師 福岡市⽴こども病院）
豊永 陽⼦（看護師 福岡市⽴こども病院）
終末期ケア（主な対象：多職種）
＜講師＞
余⾕ 暢之（国⽴成育医療研究センター

緩和ケア科

医師）

薬剤師（兵庫県⽴尼崎総合医療センター）
＜司会＞
花⽥ 知也（医師 兵庫県⽴尼崎総合医療センター）
川⻄ 貴志（看護師 兵庫県⽴尼崎総合医療センター）

座談会
（18:30-19:00）

＜パネリスト＞
⼤塚 有希（チャイルド・ライフ・スペシャリスト 宮城県⽴こども病院）
中込 玲⼦（公認⼼理師 松⼾市⽴総合医療センター）
南 さくら（医師 神奈川県⽴こども医療センター）
宮岸 法⼦（看護師 京都⼤学医学部附属病院）
安藤 千恵（看護師 四国こどもとおとなの医療センター）

＜登壇者一覧（敬称略、都道府県順に記載）＞
5⽉12⽇(⽊)
講義
（18:00-18:30）
お仕事紹介

PICUにおける早期リハビリ（主な対象：多職種）
＜講師＞
⻘⽊ ⼀憲（兵庫県⽴こども病院

お仕事紹介

患者家族インタビュー（主な対象：多職種）
＜患者家族インタビュー＞
PICU⼊室歴のある患者家族（2家族）へのインタビュー動画
医師・看護師（⼤阪⺟⼦医療センター）
＜司会＞
⼭⽥ 浩平（医師

座談会
（18:30-19:00）

筑波⼤学附属病院）

＜パネリスト＞
⽥村 佑平（医師 北⾥⼤学病院）
松⽥ 利佐⼦（理学療法⼠ 北⾥⼤学病院）
中野 諭（医師 埼⽟県⽴⼩児医療センター）
神原 孝⼦（理学療法⼠ 埼⽟県⽴⼩児医療センター）
川野邊 宥（医師 静岡県⽴こども病院）
北村 憲⼀（理学療法⼠ 静岡県⽴こども病院）
坂⼝ 平⾺（医師 国⽴循環器病センター）
鎌⽥ 将星（理学療法⼠ 国⽴循環器病センター）

5⽉13⽇(⾦)
インタビュー
（18:00-18:30）

医師）

理学療法⼠（兵庫県⽴こども病院）
＜司会＞
榎本 有希（医師

座談会
（18:30-19:00）

集中治療科

⼤阪⺟⼦医療センター）

＜パネリスト＞
中川 聡（医師 国⽴成育医療研究センター）
伊藤 ⿇⾐（チャイルド・ライフ・スペシャリスト
松⽯ 雄⼆朗（看護師 聖路加国際⼤学）
佐藤 晋哉（看護師 熊本⾚⼗字病院）
靜⾕ 渉（看護師 熊本⾚⼗字病院）

国⽴成育医療研究センター）

5月7日(土) 〜13日(金)は、“

World PICU Awareness Week ”
5月12日(木)は、“ Asia Day（Families in PICU : Perspectives from Asia）”
“ Asia Day ”は、5月12日(木) 19時から開始予定です。
下記URLより事前登録頂くと、ログインURLが配布されます。
（https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEucOGhrDIrEtzxfC9BVwlp1OI8nmYOPBd3）

合同企画：WFPICCS

Asia Day（5⽉12⽇）

参加者の皆様へのお願い
zoomログイン時
zoom ログイン画面

ログインの際に、赤枠内に「氏名（職種、所属）」をご記入下さい。
【例：山田太郎（医師、大阪母子医療センター）】
ログイン後に名前の変更はできません。
修正される場合は、一度退室して頂き、zoomアカウントのサイン
アウトをした後で再度ログインして頂きますと、上記画面となります。
お手数をおかけ致しますが、ご協力の程よろしくお願い致します。

