日
場

時：平成 22 年 12 月 4 日（土）10：00～18：00
所：横浜シンポジア （山下公園前）
横浜市中区山下町 2 番 産業貿易センタービル 9 階
☎045-671-7151
事務局：日本産科麻酔学会
北里大学病院産婦人科（内）
〒252-0375 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1
☎042-778-8414
FAX042-778-9433
E-mail:jsoap@med.kitasato-u.ac.jp

Ⅰ．一般演題 1（講演5 分 討論3 分）

10：00 ～ 11：00
座長：望月純子（北里大学医学部産婦人科）

１．Upshaw-Schulman 症候群（USS）合併妊娠患者の帝王切開術の麻酔経験
兵庫医科大学
トラバリー

麻酔科学講座
ファラ，狩谷伸享，長尾嘉晃，井谷

基，宮川慈子，多田羅恒雄，太城力良

２．母体の挿管困難が予想され胎児が横隔膜ヘルニアを合併している緊急帝王切開術の麻酔経験
神戸大学大学院医学研究科

外科系講座

麻酔科学分野

井口みお，魚川礼子，佐藤仁昭，大井まゆ，繁田麻里，仁科かほる，前川信博

３．産褥HELLP 症候群後に発症した卵巣静脈血栓症合併胆石胆嚢炎症例の周術期管理
埼玉医科大学総合医療センター

産科麻酔科1)，同麻酔科2)

保科真由1)，齋藤利恵2)，田村和美1)，照井克生1)，宮尾秀樹2)

４．産後2 ヶ月の緊急開頭術中に搾乳を施行した症例
東京女子医科大学

麻酔科学教室

土屋由里，高木俊一，尾崎

眞

５．30 週で子宮破裂した子宮腺筋症核出術後妊娠の麻酔経験
東京慈恵会医科大学
篠原

麻酔科学講座

仁，近江禎子，谷口由枝，松田祐典，有井貴子

６．塩酸リトドリン投与中止後，帝王切開術中に高カリウム血症を呈した１症例
総合母子保健センター愛育病院

麻酔科1)，産婦人科2)

細川幸希1)，山藤雅之1)，松井大輔2)，安達知子2)

７．当院における妊娠中急性腹症の麻酔管理
愛染橋病院

麻酔科

福光一夫，小山英彦

Ⅱ．一般演題 2（ 講演5 分 討論3 分）

11：00～12：00
座長：田中 基（埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科）

８．腹横筋面麻酔と塩酸モルヒネ硬膜外腔注入法による，帝王切開手術終了3 時間後の歩行と尿留置バルーン抜去
磯部レディースクリニック1)，アベ産婦人科クリニック2)
磯部孟生1)，林

隆士1)，阿部和子2)

９．帝王切開術後の鎮痛方法の検討
− 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔後の硬膜外鎮痛はフェンタニルが有用である−
山形大学医学部附属病院

麻酔科

飯澤和恵，前田聖代，岡田真行，横尾倫子，川前金幸
10．全身麻酔による帝王切開にスガマデクスを使用した5 症例
広島大学病院

麻酔科

原木俊明，佐伯

昇，田口志麻，濱田

宏，河本昌志，

11．帝王切開術の脊髄くも膜下麻酔における胎児アシデミアの予測因子：収縮期血圧か平均動脈圧か？
東京慈恵会医科大学
松田祐典1)，田中

麻酔科学講座1)，埼玉医科大学総合医療センター

産科麻酔科2)

基2)，照井克生2)，田村和美2)

12．帝王切開術中の大量出血に対し，エアウエイスコープ™ を用いて気管挿管を行った2 症例
兵庫医科大学
木村

麻酔科学講座

慶，狩谷伸享，富田有毅彦，岩﨑洋平，植木隆介，多田羅恒雄，太城力良

13．大動脈閉鎖バルーン(IABO) を用いて出血をコントロールした癒着胎盤２症例

都立多摩総合医療センター

麻酔科

田辺瀬良美，藤田菜穂子，本間梨絵，肥川義雄
14．地域連携により安全な周術期管理を行うことができた癒着胎盤の1 症例
東京医科大学

麻酔学講座1），群馬県立小児医療センター麻酔科2）

新井としみ1），肥塚恭子2），安岡朝子2）
（休憩80 分）

Ⅲ．総 会

13：20 ～ 13：35

Ⅳ．一般演題3（ 講演5 分 討論3 分）

13：40～14：40
座長：岡田尚子（北里大学病院総合周産期センター

産科麻酔部門）

15．マルファン症候群合併妊娠の危険性について考える
− 産褥期に大動脈解離およびくも膜下出血を発症し救命し得なかった自験例と，文献的考察−
東京大学医学部附属病院

麻酔科・痛みセンター

加藤敦子，辻原寛子，張

京浩，山田芳嗣

16．閉塞性肥大型心筋症合併妊婦の帝王切開術に対して動脈圧心拍出量(APCO) 測定を併用して
麻酔管理を行った症例
富士宮市立病院
浜松医科大学

麻酔科・蘇生科1)，浜松医科大学附属病院

集中治療部2)，手術部3)，

麻酔蘇生学教室4)

鈴木興太1)，谷口美づき2)，秋永智永子3)，佐藤重仁4)
17．妊娠中に頚椎骨折をきたした妊婦に対し硬膜外併用脊髄くも膜下麻酔で緊急帝王切開術を施行した1 症例
信州大学医学部附属病院

麻酔蘇生科

持留真理子，杉山大介，田中秀典，藏當辰彦，川真田樹人
18．異型狭心症合併患者のIVF と帝王切開術の麻酔経験
兵庫医科大学

麻酔科学講座1)，産婦人科学講座2)

中本志郎1)，狩谷伸享1)，池本進一郎1)，矢田幸子1)，多田羅恒雄1)，太城力良1)，堀内

功2)

19．帝王切開後に頭蓋内に病変をきたした2 例
千葉市立青葉病院

産婦人科1），内科2)，千葉脳神経外科病院3)

西脇哲二1），大見健二1），錦見恭子1），真田道夫1），岩崎秀昭1），横田
和田

猛2），青墳章代2），佐藤

朗2），

幹3）

20．脳脊髄液減少症合併妊娠の1 症例
宮崎市郡医師会病院

産婦人科1)， 麻酔科2)

大橋昌尚1)， 甲斐克秀1)，道方香織1)，永井義雄1)，國武
21.

歩2)

硬膜外併用脊髄くも膜下麻酔における帝王切開時の肩痛発生について
帯広協会病院

麻酔科

菊地智春，魏

慧怜，清水

Ⅴ．教育講演

斎

14：45 ～ 15：15
座長：奥富俊之（北里大学病院総合周産期母子医療センター

「 帝王切開術における脊髄くも膜下麻酔のスタンダード」
北里大学病院総合周産期母子医療センター

産科麻酔部門 加藤里絵先生

産科麻酔部門）

15：15 ～ 16：05

Ⅵ．特別講演
座長：天野

完（北里大学医学部産婦人科）

「周産期における深部静脈血栓/ 肺血栓塞栓症予防対策と産科麻酔の今後の展望」
順天堂大学医学部産婦人科学

先任准教授

杉村 基 先生

（休憩90 分）

Ⅶ．Korean Session

16：10 ～ 17：00
座長：上山博史（関西ろうさい病院

中央手術部

麻酔科）

「 Paradoxical Air Embolism during Hysteroscopic Myomectomy」
Department of Anesthesiology and Pain Medicine, College of Medicine, Kyung Hee University
Keon Sik Kim, Jae Woo Yi
「 The Effects of Volume Preloading on Spinal Anesthesia for Elective Caesarean Section」
Department of anesthesiology and Pain Medicine, Cheil General Hospital and Women’ s Health Center, Kwandong
University College of Medicine, Seoul, Korea.
Young Seok Jee, MD
「 Ultrasound Guided Lumbar Spine Imaging and Injection Technique」
Department of Anesthesiology and Pain Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary

’

sHospital

Hue Jung Park, MD

Ⅷ．一般演題4 （ 講演5 分 討論3 分）

17：00～17：50
座長：谷

昭博（杉山産婦人科）

22．レミフェンタニルによるDIC 合併子宮内胎児死亡患者の無痛分娩
順天堂大学浦安病院

麻酔科

柏木邦友，森本栄理，神山洋一郎，田嶋

敦，吉田幸洋

23．当院における超緊急帝王切開に対する体制の現状
名古屋市立大学大学院医学研究科

麻酔・危機管理医学分野

吉澤佐也，祖父江和哉
24．産婦人科病院での麻酔科医の役割
医療財団法人足立病院 麻酔科
渡邉美貴，秋葉秀美，畑山

博

25．当院における過去10 年間の無痛分娩症例を振り返る
佐賀大学

産婦人科

中橋弘顕，室

雅巳，山本徒子，平井朋恵，岩坂

剛

26．浜松医科大学病院における硬膜外無痛分娩の歩み
浜松医科大学付属病院

集中治療部

谷口美づき，秋永智永子，内崎紗喜子，岡田尚子，佐野秀樹，伊東宏晃，金山尚裕，佐藤重仁
27.

北里大学病院における分娩時鎮痛法の変遷と現状

北里大学病院総合周産期母子医療センター
天野

完，奥富俊之，岡田尚子，石川隆三，大西庸子，河野照子，金井雄二，望月純子，庄田

隆，海野信也

尚，研究会終了後，懇親会を行います。皆様，奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
会費

4,000 円__

