第 111 回 分娩と麻酔研究会
会長 天野 完 (北里大学)
日 時：平成 19 年 12 月 15 日（土）13:00
場 所：横浜シンポジア （山下公園横）
横浜市中区山下町 2 番 産業貿易センタービル 9 階
参加費： 3,000 円
事前問合せ先
042-778-8414
当日問い合わせ先
090-6483-2965

■ 会場までのご案内

◇最寄の交通機関
3 番出口

徒歩 5 分

・みなとみらい線

日本大通駅下車

・JR 市営地下鉄

関内駅下車

徒歩 15 分

タクシ－5 分

・JR

石川町駅下車

徒歩 15 分

タクシ－5 分

Ⅰ．一般演題 (講演６分 討論４分)

(13:00～16:40)

座長：谷

昭博（北里大学総合周産期母子医療センター）

１．SOAP－日米ジョイントミーティングの報告
北里大学 麻酔科
○奥富俊之

２．当院における産科麻酔の現況

～周産期センター立ちあげにあたり～

静岡県立こども病院 麻酔科
○葛西麻由、堀本 洋

３．当院での硬膜外無痛分娩

－２年間の歩み

浜松医科大学 麻酔科蘇生科
○岡田尚子、中川智永子、谷口美づき、佐藤重仁

４．当院における計画的無痛分娩の試みとアンケートによる評価
知多市民病院
○永井美江、丸山春子、三澤俊哉

５．高安病合併妊婦に無痛分娩を行った麻酔経験
神戸大学大学院医学部研究科 麻酔科学
○魚川礼子、岩渕いさな、高雄由美子、前川信博

６．ﾌｧﾛｰ四徴症および脊椎側彎症術後の妊婦に対し、蒸留水皮下注と仙骨ﾌﾞﾛｯｸを用いて
分娩時の鎮痛を行った１例
埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科 1
埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科 2
○山本信一 1、照井克生 1、横田和美 1、秋山さやか 2、垂井

薫1

座長：照井克生（埼玉医科大学総合医療センター）

７．もうひとつの血小板減少症

～ＡＤＡＭＴＳ１３欠損症

東京女子医科大学附属八千代医療センター 麻酔科 1
東京女子医科大学附属八千代医療センター 母性胎児科 2
東京女子医科大学附属八千代医療センター 血液・腫瘍内科 3
○篠原彩子 1、加藤里絵 1、上埜博史 1、茅野孝明 1、佐藤二郎 1、石崎聡之 2、藤原
小泉仁嗣 2、神保正利 2、坂井昌人 2、増田道彦 3

8．硬膜外麻酔を利用した帝王切開術後の早期離床
浜松医科大学医学部附属病院 周産母子センター 母子産科病棟
○袴田君代、伊藤真名美、吉中富士美、越川敬子、安井みか、檜木清美

礼 2、

9．分娩誘発中、硬膜外麻酔施行直後に NRFS を認め緊急帝王切開となった一症例
日本医科大学付属病院
○岩崎奈央、石川

女性診療科･産科

源、稲川智子、峯

克也、桑原慶充、里見操緒、三浦

敦、磯崎太一、

澤倫太郎、竹下俊行

10．CSEA 後の胎児心拍異常に対する Rapid Tocolysis
聖隷横浜病院 産婦人科 1
聖隷浜松病院 麻酔科 2
○中島紗織 1、入駒慎吾 2、東條義弥 1、小久保荘太郎 2

11．帝王切開術における区域麻酔と心拍数変動について
順天堂大学医学部 麻酔学・ペインクリニック講座 1
順天堂大学医学部 産婦人科学講座 2
○大島正行 1、青山和由 1、稲田英一 1、牧野真太郎 2、武者由佳 2、薪田も恵 2、田中利隆 2、
竹田 省 2

12．胎児横隔膜ヘルニア合併全身麻酔下帝王切開術におけるﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙの有用性
順天堂大学医学部 麻酔学・ペインクリニック講座 1
順天堂大学医学部 産婦人科学講座 2
○大島正行 1、青山和由 1、蕨 謙吾 1、稲田英一 1、牧野真太郎 2、薪田も恵 2、田中利隆 2

竹田 省 2

13．ﾚﾐﾌｪﾝﾀﾆﾙを用いた EXIT の一例
国立成育医療センター 手術集中治療部
○森 庸介、駒井美沙、角倉弘行、近藤陽一、阪井裕一

14．全身麻酔下帝王切開での最適な麻酔導入方法
関西労災病院
○上山博史

非産科患者でのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ

麻酔科

座長：角倉弘行（国立成育医療センター）

15．帝王切開術後、Bacterial Translocation によると考えられる敗血症性ｼｮｯｸに陥った一例
慶應義塾大学医学部 麻酔学教室 1
慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 2
○細川幸希 1、森崎 浩 1、佐藤 卓 2、田中

守 2、吉村泰典 2、武田純三 1

16．分娩後に子宮内反症から出血性ｼｮｯｸをきたし、子宮摘出術を行った１例
浜松医科大学 麻酔・蘇生学教室
○髙木佑芙紀、谷口美づき、中川智永子、岡田尚子、佐藤重仁

17．産褥期の Rapid Tocolysis
聖隷浜松病院 麻酔科
○奥井悠介、入駒慎吾、小久保荘太郎

18．膿疱性乾癬を合併した妊婦の帝王切開術の麻酔経験
埼玉医科大学総合医療センター 麻酔科 1
埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科 2
○皆吉寿美 1、照井克生 2、奥富優子 1、秋山さやか 1、垂井
相原大和 1、福山達也 1

薫 2、山本信一 2、横田和美 2、

19．HELLP 症候群の麻酔
佐賀大学 麻酔蘇生学教室 1
佐賀大学 産婦人科学教室 2
○陣内伸子 1、宮崎紀彰 1、中橋弘顕 2、中島幹夫 1
R を用いて管理を行った全前置胎盤の一症例
20．フロートラックセンサー○

聖マリアンナ医科大学 麻酔学教室
○西迫 良、舘田武志、難波千絵、大橋弥生、土居朗子

21．癒着胎盤３症例の検討
琉球大学医学部生体制御医科学講座 麻酔科学分野
○宜野座 到、中村清哉、坂梨真木子、垣花 学、須加原一博

22．常位胎盤早期剥離の麻酔管理
聖隷浜松病院 麻酔科
○入駒慎吾、小久保荘太郎
（休

憩

16：40 ～

16：50）

Ⅱ．教育講演

(16:50～17:10)

座長：島田洋一（日本医科大学武蔵小杉病院 麻酔科）

「分娩時母児の心血行動態－容積脈波による研究」
青山敬仁会病院
三上 正俊 先生
Ⅲ．特別講演

(17:10～18:10)
座長：天野

完（北里大学総合周産期母子医療センター）

「硬 膜 外 麻 酔 の基本手技」
宮崎大学医学部附属病院

高崎 眞弓

病院長

先生

尚、研究会終了後、10 階（1 階上）の「東天紅」にて懇親会を行います。

会費

4，000 円

