特別プログラム
第1日目
第1会場（1号館2階

11月15日（木）

センチュリーホール）

開 会 式

9:30 ～ 9:35

社長祝辞

9:35 ～ 9:40

音楽演奏

9:40 ～ 9:50

アダム タッカー（北見赤十字病院 第二脳神経外科 副部長）

特別講演Ⅰ

10:00 ～ 11:00

座長：伊藤

雅文（名古屋第一赤十字病院 副院長）

「人間型ロボットと未来社会」
石黒

総

浩（大阪大学基礎工学研究科 教授）

会

13:05 ～ 13:55

特別講話Ⅰ

14:00 ～ 14:40

「赤十字グループの現状とこれからの取組み」
富田

シンポジウムⅠ

博樹（日本赤十字社医学会理事長・日本赤十字社医療事業推進本部長）

看護の未来。私の未来。

14:45 ～ 16:25

座長：坂之上ひとみ（名古屋第一赤十字病院 副院長兼看護部長）
S1-1 なぜ、日本看護協会が認定看護師再構築に取り組んだか
荒木

暁子（公益社団法人日本看護協会 常任理事）

S1-2 看護の未来へつなぐ摂食嚥下ケア技術
鎌倉やよい（日本赤十字豊田看護大学 学長）
S1-3 「看護の未来、私の未来」 ～人として、看護師として～
伊藤

特別講演Ⅱ

明子（名古屋第二赤十字病院 副院長兼看護部長）

16:30 ～ 17:30

「東山動物園の歴史と魅力
黒邉

94

～開園80周年の歩みと動物園の未来～」

雅実（名古屋市 緑政土木局 東山総合公園 / 東山動物園 園長）

The Japanese Red Cross Medical Society

第10会場（2号館2階

特別講話Ⅱ

会議室224）

15:30 ～ 16:30

「
「医師の働き方改革」推進の方向性」
渡辺

徹（名古屋第一赤十字病院 経理部長・社会保険労務士）

ライブ講演

イベントホール）

特別プログラム

ポスター会場（1号館1階

11:00 ～ 12:00

「医療機関で活躍する犬～介助犬と動物介在療法について～」
高栁

友子（社会福祉法人 日本介助犬協会 専務理事・医学博士）

第2日目
第1会場（1号館2階

11月16日（金）

センチュリーホール）

シンポジウムⅡ

人工知能と医療の将来

座長：錦見

10:00 ～ 12:00

尚道（名古屋第一赤十字病院 副院長）

S2-1 AI技術の活用による社会のサイバーフィジカル化と産業の構造変革に向けて
本村

陽一（産業技術総合研究所人工知能研究センター 首席研究員）

S2-2 日本病理学会JP-AID研究（AMED）と次世代医療機器人工知能審査基準
佐々木

毅（東京大学大学院医学系研究科 次世代病理情報連携学講座 特任教授

〈併任〉東京大学（全学部横断）知能社会国際卓越大学院 医療系人工知能開発担当
ゲノム病理標準化センター／地域連携推進・遠隔病理診断センター センター長
ゲノム医療東大オンコパネル（TOP） エキスパートパネリスト）

S2-3 “暮らし”と“バリューチェーン”に広がる“近い将来”の人工知能（医療編）
安岡

閉 会 式

寛道（株式会社 野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部 プリンシパル ,
Ph.D.）

12:00 ～ 12:10
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企画・セッションプログラム
本社企画
11月15日（木） 9:40～11:40

１． 第二回

第2会場（1号館4階

レセプションホール（東））

医療の質の評価・医療の改善活動報告大会 in 名古屋

11月15日（木） 15:00～16:30

第2会場（1号館4階

レセプションホール（東））

２． 第二回臨床倫理フォーラム
「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」
11月16日（金） 9:00～10:30

第2会場（1号館4階

レセプションホール（東））

３． 国際活動フォーラム
「進化する国際医療救援 ～病院型緊急対応ユニット導入から医療技術支援まで～」
11月16日（金） 9:00～10:30

第3会場（1号館4階

レセプションホール（西））

４． 赤十字購買フォーラム
「
「特価です！」ほんとに安いの？その価格
～あなたの病院の診療材料費は大丈夫ですか？～」
11月16日（金） 10:30～12:00

第2会場（1号館4階

５． チーム医療推進セミナー

レセプションホール（東））

評価法検証報告

「～ やろみゃぁ！チーム評価 ～」
11月15日（木） 16:10～17:10

第6会場（1号館3階

会議室131+132）

6． 日本赤十字社救護規則の改正等を踏まえた災害医療コーディネートの充実強化
その他の企画
11月15日（木） 9:40～11:10

4号館1階

白鳥ホール（北）

１．病院薬剤師業務における質向上の研究会
「10年後の薬剤師はこうなっている！」
ポスターセッション 11月15日（木） 9:45～11:00 ポスター展示会場（1号館1階 イベントホール）
連絡会

11月16日（金） 9:00～9:30

2号館2階

会議室225

パネルディスカッション 11月16日（金） 10:30～12:00

第10会場（2号館2階

会議室224）

２． 日
 赤医学会呼吸器フォーラム
若手のためのポスターセッション・連絡会・パネルディスカッション
11月15日（木） 10:30～12:00

1号館3階

３． 日本赤十字社臨床工学技士会

理事会会議

11月15日（木） 12:00～13:30

会議室225

2号館2階

４． JRC産婦人科連絡協議会
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会議室135

The Japanese Red Cross Medical Society

セッション

11月15日（木） 13:15～14:15

第3会場（1号館4階

レセプションホール（西））

部長会

11月15日（木） 15:30～17:30

第13会場（2号館3階

会議室231）

５． 日赤整形外科部長会セッション・整形外科部長会
11月15日（木） 14:00～15:00

第13会場（2号館3階

会議室231）

６． 第２回災害時のエコノミークラス症候群対応セミナー
11月15日（木） 14:30～16:30

第4会場（1号館4階

会議室141+142）

７． RED CROSS RESIDENT Super Arena in Nagoya
「集え！燃えろ！赤十字の研修医！」
第8会場（2号館3階

会議室234）

② 11月15日（木） 14:30～16:10

第9会場（2号館3階

会議室232+233）

企画・セッション
プログラム

① 11月15日（木） 14:30～16:10

８． 医療社会事業部会議①、②
11月15日（木） 14:50～16:30

第5会場（4号館3階

会議室431+432）

９． 日赤病院が目指すがん医療
「チーム医療を先導する」
11月15日（木） 15:00～17:00

10．臨床工学技士

第11会場（2号館2階

会議室222+223）

医療安全シンポジウム

「医療安全 終わりなき戦い
― 想定外の出来事を想定内にするための医療安全に役立つシンポジウム（Part 2）―」
11月16日（金） 9:00～10:30

第10会場（2号館2階

会議室224）

11．ソーシャルワーカーフォーラム
「災害ソーシャルワークの実現に向けて
11月16日（金） 9:00～11:00

第5会場（4号館3階

～我々の決意と取り組みの報告～」

会議室431+432）

12．もっとクロス、もっと緩和ケア -赤十字活動と緩和ケアを考えてみよう11月16日（金） 10:00～12:00

第4会場（1号館4階

会議室141+142）

13．食べることは生きる源
第1部

11月16日（金） 13:00～14:00

第6会場（1号館3階

第2部（A） 11月16日（金） 14:20～16:20

1号館3階

第2部（B） 11月16日（金） 14:20～16:20

第7会場（1号館3階

会議室135

14．日本赤十字社国際活動に係るワークショップ
11月16日（金） 9:00～10:00

会議室131+132）

ポスター展示会場（1号館1階

会議室133+134）

第1部、第2部（A）・（B）
イベントホール）

15．名古屋第一赤十字病院コードホワイトチーム実演口演
「暴言・暴力対応手順コードホワイト」
11月16日（金） 13:00～14:30

第9会場（2号館3階

会議室232+233）

16．外国人患者医療検討会議
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