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巻頭言

この度，第 14 回麻酔科学サマーセミナーの代表を拝命致しましたことを心より感謝申し上げま

す．本セミナーは，2004 年に第 1 回が開催されてから，早いもので今年で 14 回目となりまし

た．個人的には初めて参加したのが第 2 回でしたが，他の既成の学会とは全く異なる開放的な雰

囲気で，昼はアカデミックな議論を本音でぶつけ合え，夜の懇親会は参加者同士の距離が近く，施

設の垣根を越えた交流が生まれる本セミナーに，瞬く間に魅了されたのを覚えております．10 数

年前は単なる一般参加者の身であった私が，その後ご縁があって世話人に加えて頂き，更に今年，

代表を拝命するとは夢にも思いませんでしたが，大変優秀かつ学問にも趣味にも知的好奇心に貪欲

な世話人の諸先生をはじめとする，様々な関係各位のお力をお借りしまして，有意義なセミナーに

なります様に努力したいと思います．

今回のテーマは，「北から南へ，そして世界へ」と致しました．沖縄で毎年開催されるサマーセ

ミナーですが，札幌から来た北の麻酔科医である私ならずとも，ほぼ全ての参加者が南の沖縄を目

指して北から参加されていると思います．そして，今回の会場である沖縄科学技術大学院大学

OIST は，学生や大学関係者の半数近くが外国人で，授業等も英語で行われると伺っております．

我々セミナー参加者は OIST の理念等に直接共鳴する訳ではありませんが，それでも会場周囲には

国際的な雰囲気が感じられます．サマーセミナーに参加して得た知見を基に，世界にも目を向けて

活躍する麻酔科医が少しでも増える様に願って，この様にテーマを考えてみました．

サマーセミナーでは，今年も多彩なプログラムを準備しております．今年もサマーセミナー名物

のバトルオンセミナーを企画しており，「生体情報マルチモニター」をテーマとして事情に詳しい

優秀な演者に激しいバトルを繰り広げてもらう予定です．会場からの厳しい質疑も大歓迎です．ま

た，今年からの企画として，専門医講習を開始致しました．事前予約した受講者は日本専門医機構

認定専門医更新のための最大 2 単位が取得できますので，大いに活用して下さい．その他にも，

「分離肺換気ワークショップ」や，気道確保，輸液，循環，産科麻酔など，様々なセミナーをご用

意しておりますので，ご期待下さい．

梅雨の明けた沖縄で，多くの知識と人との出会い，そして南の島ならではの思い出を作って頂け

れば，主催者一同の望外の喜びです．たった 3 日間の沖縄での非日常ですが，是非，朝から晩ま

で貪欲に楽しんで下さい．

第 14 回麻酔科学サマーセミナー

代表世話人 中山禎人



タイムテーブル



※金曜日は立体駐車場・カンファ

レンスセンター駐車場は OIST

職員による満車が予想されます

ので，その他のヴィレッジセン

ター駐車場等をご利用下さい。

シャトルバス

ホテルモントレー前，OIST 前より

金曜 1630 モントレ発 1945 OIST 発

土曜 0730 モントレ発 1005 OIST 発

1600 モントレ発 1950 OIST 発

日曜 0730 モントレ発 0955 OIST 発

運営委員会 2017 年 7 月 1 日（土） 15:30～16:30

BBQ パーティー（会費制） 2017 年 6 月 30 日（金） 20:00～

ホテルモントレ沖縄

懇親会 2017 年 7 月 1 日（土） 20:00～

ホテルモントレ沖縄

会場図

駐車場案内図
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第回 麻酔科学サマーセミナー プログラム

2017 年 6 月 30 日（金）

17:00～17:45

Programmed intermittent bolus technique による持続末梢神経ブロック … 14

共催スミスメディカルジャパン

演者橋本 篤（愛知医大麻酔科）

座長内田 整（千葉県こども病院）

17:45～18:30

igel NEXT 緊急時の気道確保 … 15

共催日本光電工業・日本メディカルネクスト

演者金 史信（市立池田病院）

座長西 啓亨（琉球大学）

18:30～19:00

分離肺換気ワークショップ 1容易なダブルルーメンチューブ管理を目指して ～ ダブルルーメ

ンチューブのトラブルシューティング … 16

共催大研医器

演者中山禎人（札幌南三条病院）

座長木山秀哉（東京慈恵会医科大学）

19:00～19:30

分離肺換気ワークショップ 2気管支ブロッカー Tips N Tricks … 17

共催クックジャパン

演者吉村達也（新百合ヶ丘総合病院）

座長木山秀哉（東京慈恵会医科大学）

20:00～

プレ懇親会

2017 年 7 月 1 日（土）

8:00～9:00

教育講演（専門医講習）

麻酔を支える物理学 … 日々の臨床をより深く理解するために

演者木山秀哉（東京慈恵会医科大学）

座長高木俊一（東京女子医科大学）



77

9:10～9:55

術中血圧管理と術後合併症 … 18

共催大塚製薬工場

演者平田直之（札幌医科大学）

座長相澤 純（岩手医科大学）

15:30～16:30

世話人会

16:30～17:30

一般演題（P122）

研修医セッション（R119）

座長横山 健（手稲渓仁会病院） R16

山口重樹（獨協医科大学） R712

辛島裕士（九州大学） R1319

17:35～18:00

PM1000 は妊婦を救う … 19

共催コヴィディエンジャパン

演者角倉弘行（順天堂大学）

座長高木俊一（東京女子医科大学）

18:00～19:40

沖縄名物バトルオンセミナー 生体情報マルチモニター

共催日本光電，フィリップス，フクダ電子，フクダコーリン

座長讃岐美智義（広島大学）

コメンテーター内田 整（千葉県こども病院）

20:00～

懇親会

2017 年 7 月 2 日（日）

8:00～9:00

教育講演（専門医講習）

理解していますか モニターの測定原理

演者内田 整（千葉県こども病院）

座長垣花 学（琉球大学）



88

9:10～9:40

SedLine脳機能モニタ プロの麻酔科医は脳波を指向せよ … 24

共催マシモジャパン

演者中山英人（埼玉医科大学）

座長讃岐美智義（広島大学）
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一般演題（ポスター） 2017 年 7 月 1 日（土） 1630～1730

P1 術前 CT ガイド下マーキング施行の肺切除例の周術期管理～合併症低減への取組み … 25

公立学校共済組合 北陸中央病院 麻酔科 二上 昭

P2 がん性疼痛の評価は難しい偽依存とケミカルコーピングの症例を経験して … 25

獨協医科大学 医学部 麻酔科学講座 江田 梢ほか

P3 外科的筋弛緩状態を維持するロクロニウム持続投与速度に Pringle 手技が及ぼす影響―肝機能

障害を有する患者の肝切除術の場合― … 26

自治医科大学附属さいたま医療センター 麻酔科 梶浦 明

P4 短時間手術後の適切な尿道カテーテルの挿入の検討 … 26

社会医療法人誠光会草津総合病院麻酔科 山崎康夫ほか

P5 当院手術室内の神経ブロック用超音波装置の細菌汚染調査 … 27

香川大学医学部附属病院 麻酔・ペインクリニック科 喜多條真穂ほか

P6 硬膜外モルヒネ投与後の呼吸抑制は目視で対応できるか～連続モニタリングを用いた呼吸

抑制の発生率，発生時間～ … 27

聖隷浜松病院 産婦人科 保田 歩ほか

P7 ファビウス GS 麻酔器を使用したデスフルラン基礎代謝流量麻酔の紹介 … 28

函館五稜郭病院 麻酔科 平井裕康

P8 幸か不幸か一人で 1 年間に 3 例のアナフィラキシーショックを経験しました … 28

獨協医科大学病院 秦 要人ほか

P9 神経ブロック施行時における 2 種類の鎮静薬の後方視的検討 … 29

名寄市立総合病院 麻酔科 多田雅博ほか

P10 重症血友病 A 患者の全身麻酔経験 … 29

大津赤十字病院 芳川瑞紀ほか

P11 TA アプローチ TAVI において Rapid Pacing により冠動脈血流が減少し心停止となった麻酔

経験 … 30

千葉西総合病院 麻酔科 關根一人ほか

P12 癒着全前置胎盤の帝王切開術に対して出血コントロールできた 1 症例 … 30

坂出市立病院 麻酔科 納田早規子ほか
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P13 脳外科手術後に肺血栓塞栓症を発症した一例 … 31

九州大学病院麻酔科蘇生科 織田寛子ほか

P14 体外式膜型人工肺（ECMO）を併用した気管ステント留置術の麻酔経験 … 31

長浜赤十字病院 麻酔科 長門 優ほか

P15 小児の頭部色素性母斑切除術に対して頭皮神経ブロックを施行した一症例 … 32

旭川医科大学 麻酔科 大城正哉ほか

P16 大動脈弁狭窄症に対し自己心膜を用いた大動脈弁形成術後，左冠尖の冠動脈入口部への偏位

による大動脈弁閉鎖不全を認めた 2 例 … 32

近江八幡市立総合医療センター 麻酔科 須藤和樹ほか

P17 大切なのは“麻酔が必要である”という啓蒙では … 33

市立札幌病院 麻酔科 檀上 渉ほか

P18 Damage Control Surgery とガーゼ除去術について … 33

大津赤十字病院 麻酔科 松山佳矢ほか

P19 腰部脊柱管狭窄症の術中に硬膜外カテーテルの一部が摘出された一症例 … 34

旭川医科大学 麻酔科蘇生学講座 大城 茜ほか

P20 持続大腿神経ブロックにおける catheteroverneedle の有用性の検討 ～傾向スコアマッチン

グを用いた後方視的研究～ … 34

旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座 工藤愛理ほか

P21 もやもや病合併妊婦の帝王切開術を脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔（CSEA）で行った一例

… 35

市立福知山市民病院 麻酔科 小原潤也ほか

P22 当院血管造影検査室（アンギオ室）における麻酔科管理全身麻酔科脳血管内手術症例の検討

… 35

独立法人国立病院機構大阪医療センター 麻酔科 安藝裕子ほか
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研修医セッション（ポスター） 2017 年 7 月 1 日（土） 1630～1730

R1 高度肥満患者における全身麻酔の一経験 … 36

東京女子医科大学 麻酔科 新居美香ほか

R2 術中に冠攣縮性狭心症から心室性不整脈を呈した一例 … 36

名古屋大学医学部附属病院 卒後臨床研修・キャリア形成支援センター 尾崎 忍ほか

R3 右腕神経叢引き抜き損傷に対する肋間神経移行術において，抜管前に傍脊椎神経ブロックを

追加した一例 … 37

札幌医科大学麻酔科 松浦 妙ほか

R4 抜管後に呼吸窮迫を呈した巨大肺胞切除の 1 症例 … 37

札幌医科大学医学部麻酔科 高橋可南子ほか

R5 LMA ProSealTM 挿入における learning curve の検討 … 38

JCHO 徳山中央病院 初期研修医 下井章寛ほか

R6 CHARGE 症候群患児の全身麻酔における気道管理 … 38

県立広島病院 研修医 礒見彩花ほか

R7 肺胞蛋白症に対する全肺洗浄における全身麻酔管理についての検討 … 39

札幌医科大学麻酔科学講座 笠羽一敏ほか

R8 新しいダブルルーメンチューブ用イントロックを用いた Airway scope による困難気道モデ

ルに対する気管挿管の検討 … 39

市立函館病院 麻酔科 伊野亜佑美ほか

R9 妊娠 35 週にくも膜下出血を発症し，全身麻酔下に緊急帝王切開を施行した 1 症例 … 40

成尾英和ほか

R10 喉頭展開時にはじめて見つかった喉頭蓋嚢胞の 1 例 … 40

東京警察病院 臨床研修医 高原健人ほか

R11 予定前方椎体固定術後に，食道損傷を合併し再手術となった 1 症例 … 41

東京警察病院 研修医 富岡義仁ほか

R12 困難気道モデルにおける新型 Airway scope の有用性―Airtraq，Macintosh 喉頭鏡との比較

検討― 第 2 報 … 41

NTT 東日本札幌病院 研修医 長門真美ほか
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R13 経尿道的尿管砕石術術後に敗血症性ショックとなり死亡した 1 症例 … 42

りんくう総合医療センター 麻酔科 西村俊輝ほか

R14 悪性脳腫瘍を合併した妊婦に対する麻酔管理 2 症例についての検討 … 42

名古屋大学医学部附属病院 麻酔科 桑畑綾香ほか

R15 斜角筋間ブロックによる横隔神経麻痺に対し high‰ow nasal cannula（HFNC）を用いた一

例 … 43

帯広厚生病院 佐藤優真ほか

R16 肋骨弓下斜角腹横筋膜面ブロックにボタンプローブは有効な機能である … 43

昭和大学 麻酔科 新原史大ほか

R17 覚醒下開頭手術の異常興奮予防目的にデクスメデトミジン持続投与した 1 症例 … 44

札幌医科大学 麻酔科 田中聡一ほか

R18 周術期大量出血のために乾燥フィブリノゲン製剤を使用した 4 例の検討 … 44

大津赤十字病院 ローテイト 今村奈穂子ほか

R19 臍ヘルニア嵌頓を契機に発症した肝性昏睡 … 45

獨協医科大学病院 臨床研修センター 阿久津和也ほか
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第回

麻酔科学サマーセミナー

会 期2017 年 6 月 30 日（金）～7 月 2 日（日）

会 場沖縄科学技術大学院大学（OIST）
カンファレンス・センター 講堂

〒9040495 沖縄県国頭郡恩納村谷茶 19191
Tel. 0989662391

主 催麻酔科学サマーセミナー事務局

（札幌医科大学医学部麻酔科学講座内）

後 援日本心臓血管麻酔学会

日本麻酔・集中治療テクノロジー学会

日本静脈麻酔学会
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