
11 月 23 日(土・祝)
特別講演 

特別講演＋サイン会 第1会場 16：30～17：30(講演) 17：30～18：00(サイン会：ロビー)

｢医療と文学は社会のためにある」

座長：尾崎 眞(東京女子医科大学医学部 麻酔科学講座)

演者：海堂 尊(医師・作家)

教育講演 

教育講演1 第3会場 9：30～10：20

｢周産期におけるマグネシウム：多彩な役割とイオン化マグネシウム測定の意義」

座長：祖父江 和哉 (名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野)

演者：照井 克生 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

共催：ノバ・バイオメディカル株式会社



教育講演2 第1会場 10：40～11：30

｢麻酔科医のための無痛分娩入門」

座長：山本 達郎 (熊本大学付属病院 麻酔科)

演者：岡田 尚子 (順天堂大学医学部附属練馬病院 麻酔科・ペインクリニック)



教育講演3 第2会場 10：40～11：30

｢Rapid Response Systemとは何か？」

座長：池田 智明 (三重大学大学院医学系研究科 産科婦人科学)

演者：新井 正康 (北里大学病院 医学部附属新世紀医療開発センター集中治療医学)

共催：マシモジャパン株式会社



教育講演4 第2会場 14：20～15：20

｢分娩後の神経障害」

座長：井上 莊一郎 (聖マリアンナ医科大学 麻酔学教室)

1．「分娩後の神経障害：その診断と治療」

中本 達夫 (関西医科大学 麻酔科)

2．「分娩後の神経障害「麻酔に関連するものですか？しないものですか？」」

田中 基 (名古屋市立大学病院 麻酔科・無痛分娩センター)

共催：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社



教育講演5 第1会場 15：30～16：15

｢母体救命に対する活動と成果」

座長：川前 金幸 (山形大学医学部 麻酔科学講座)

演者：櫻井 淳 (日本大学 医学部救急医学系救急集中治療医学分野)
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教育講演6 第3会場 15：30～16：10

｢Coagulation abnormalities and bleeding in pregnancy : an anesthesiologist's perspective」

座長：上山 博史 (関西労災病院 麻酔科)

演者：Hea-Jo Yoon

(Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Trinium Women’s Hospital, Sejong,

Korea)

シンポジウム・ミニシンポジウム 

シンポジウム1 第1会場 9：00～10：30

｢無痛分娩を立ち上げるために」

座長：角倉 弘行 (順天堂大学麻酔科学・ペインクリニック講座)

1．「ゼロから立ち上げる無痛分娩」

中畑 克俊 (関西医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター)

2．「令和の時代に沿った麻酔分娩(硬膜外麻酔を用いた分娩管理)提供体制とは何か」

倉澤 健太郎 (横浜市立大学 産婦人科)

3．「無痛分娩を立ちあげる際の助産師の役割」

佐藤 理恵 (聖路加国際病院 産科新生児科病棟)

共催：大塚製薬工場株式会社 丸石製薬株式会社



シンポジウム2 第2会場 9：00～10：30

｢先天性心疾患妊婦の妊娠・分娩・麻酔管理」

座長：岡本 浩嗣 (北里大学医学部 麻酔科学)

1．「先天性心疾患を持つ女性の分娩管理とチーム医療の必要性」

神谷 千津子 (国立循環器病研究センター 産婦人科)

2．「当院におけるフォンタン循環及右室体心室患者における帝王切開手術の麻酔」

黒川 智 (東京女子医科大学 麻酔科)

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社



ミニシンポジウム1 第3会場 14：20～15：20

｢助産師の無痛分娩教育」

座長：新井 陽子 (北里大学 看護学部)

1．「当院が行ってきた助産師の無痛分娩教育の実際」

山本 記穂 (聖隷浜松病院 看護部)

2．「助産師の麻酔分娩教育」

今井 晶子 (総合母子保健センター愛育病院 LDR/MFICU)
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ミニシンポジウム2 第2会場 16：30～17：30

｢帝王切開術の全身麻酔」

座長：山内 正憲 (東北大学医学部 麻酔科学・周術期医学分野)

1．「全身麻酔下帝王切開術麻酔導入を迅速かつ安全に行うために

－巧遅は拙速に如かずも、急いて事を仕損じるなかれ－」

日向 俊輔 (北里大学病院 周産母子成育医療センター産科麻酔部門)

2．「帝王切開の全身麻酔」

上山 博史 (関西労災病院 麻酔科)

ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー1 第1会場 13：10～14：00

｢What does it take to be an exceptional Obstetric Anesthesiologist? Techniques, Equipment,

Attitude.」

座長：奥富 俊之 (北里大学病院 周産母子成育医療センター産科麻酔部門)

演者：Lawrence C. Tsen, MD

(Brigham and Women’s Hospital, Associate Professor, Harvard Medical School)

共催：スミスメディカル・ジャパン株式会社



ランチョンセミナー2 第2会場 13：10～14：00

｢分娩進行を診る・視える」－分娩室における経会陰超音波の使い方－」

座長：関沢 明彦 (昭和大学医学部 産科婦人科学講座)

演者：中山 敏男 (東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科)

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社



ランチョンセミナー3 第3会場 13：10～14：00

｢母と子に優しい手術 ～痛みの、そばに、アセトアミノフェン～」

座長：吉松 淳 (国立循環器病研究センター病院 産婦人科)

演者：照井 克生 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

共催：テルモ株式会社

JALA 

JALA 活動報告 第2会場 15：30～16：15

｢JALA(無痛分娩関係学会・団体連絡協議会 The Japanese Association for Labor Analgesia)活動報告」

演者：海野 信也 (北里大学 医学部産科学)



JALA 主催 カテゴリーA講習 第3会場 10：40～11：40

演者：近江 禎子 (東京慈恵会医科大学附属第三病院)

海野 信也 (北里大学 医学部産科学)
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J-MELS 

J-MELS 硬膜外鎮痛急変対応コース(カテゴリー B相当) ハンズオン会場2 14：30～18：00

インストラクター

狩谷 伸享 (兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座)：コースディレクター

橋井 康二 (ハシイ産婦人科)

新垣 達也 (昭和大学医学部 産婦人科学講座)

魚川 礼子 (千船病院 麻酔科)

ハンズオンセミナー 

ハンズオンセミナー鉗子技術習得研修 ハンズオン会場1 14：20～15：50

インストラクター

竹田 省 (順天堂大学 医学部 産婦人科学講座)

牧野 真太郎 (順天堂大学 医学部 産婦人科学講座)

竹田 純 (順天堂大学 医学部 産婦人科学講座)

丸山 洋二郎 (順天堂大学 医学部 産婦人科学講座)

高橋 雅也 (順天堂大学 医学部 産婦人科学講座)

大川賞候補演題発表 

大川賞候補演題発表 第1会場 14：20～15：20

座長：福光 一夫 (愛染橋病院)

望月 純子 (北里大学 医学部産科)

O-1 ｢日本人妊婦における分娩時 Shock Index の検討」

牛田 貴文 (名古屋大学 産婦人科)

O-2 ｢予定帝王切開術における脊髄くも膜下麻酔後低血圧に対するノルアドレナリンボーラス静注と

フェニレフリンとの母児アウトカム比較」

中野 由惟 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

O-3 ｢視覚的アナログ指標と血中ストレスホルモン値による自然分娩と硬膜外麻酔分娩の検討」

朝岡 みゆき (医療法人清慈会鈴木病院 看護部)

O-4 ｢妊婦における貯血式自己血輸血の実施状況の調査」

アディラ ヤクフ (順天堂大学 医学部麻酔科)

一般演題(ポスター) 

一般演題(ポスター) 第4会場 11：50～12：50

｢無痛分娩の分娩管理」(イヤホンチャンネル1)

座長：亀井 良政 (埼玉医科大学病院 産婦人科)

P1-01「硬膜外麻酔分娩の遷延化予防に関する助産管理」

田澤 早苗 (西川医院 産婦人科)

P1-02「妊娠期に硬膜外無痛分娩を選んだローリスク妊婦の無痛分娩に対する認識と健康行動について」

石原 泉 (奈良県立医科大学 大学院看護学研究科 女性健康・助産学)
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P1-03「硬膜外無痛分娩の有無が出産前後の EPDS(エジンバラ質問票)に与える影響」

柏木 邦友 (東京マザーズクリニック 麻酔科)

P1-04「子宮内胎児死亡を診断された妊婦の無痛分娩の取り組み」

鈴木 翔子 (昭和大学病院 総合周産期母子医療センター)

P1-05「満期単胎妊婦産後早期の無痛分娩と非無痛分娩におけるエジンバラ産後うつ自己評価票縦断的調査」

山本 記穂 (聖隷浜松病院 看護部)

P1-06「満期単胎妊婦産後早期における無痛分娩群と非無痛分娩群の赤ちゃんへの気持ち質問票の縦断的調

査」

山本 記穂 (聖隷浜松病院 看護部)

｢無痛分娩のシステム構築(1)」(イヤホンチャンネル2)

座長：中畑 克俊 (関西医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター 麻酔科)

P1-07「無痛分娩に関わる助産師の不安軽減に向けた取り組み ～ポケットマニュアルを作成して～」

渡部 恵里子 (JA秋田厚生連 平鹿総合病院 看護部)

P1-08「助産師、看護師の受け止め方の変化 ～無痛分娩開始に際して～」

桑原 美恵 (江別市立病院 西3病棟)

P1-09「一地方病院で無痛分娩を開始するまでの準備と、それに伴うスタッフの意識の変化」

高田 亜衣 (桜ヶ丘病院 産婦人科)

P1-10「当院における無痛分娩導入への取り組みについての実践報告」

薄井 里美 (昭和大学病院 総合周産期母子医療センター)

P1-11「安全な硬膜外分娩のために －大学病院助産師の実践報告－」

若林 加菜子 (名古屋市立大学病院 看護部 MFICU)

P1-12「硬膜外無痛分娩施設における助産ケアの現状提言における硬膜外無痛分娩看護マニュアルからの一

考察」

竹村 禎子 (順和会 山王バ－スセンタ－ 看護部)

｢無痛分娩のシステム構築(2)」(イヤホンチャンネル3)

座長：倉澤 健太郎 (横浜市立大学 産婦人科)

P1-13「無痛分娩をもっと有効に活用しよう」

青山 航也 (市立輪島病院 産婦人科)

P1-14「地方中規模病院での無痛分娩の立ち上げ」

橋本 大樹 (江別市立病院 産婦人科)

P1-15「硬膜外無痛分娩を安全に行うための当院での取り組み－シミュレーショントレーニング講習会－」

黒田 康子 (富山市立富山市民病院 麻酔科)

P1-16「当院での無痛分娩に対してCADD®-Solis PIB の導入」

鈴木 明加 (東京女子医科大学 八千代医療センター 麻酔科)

P1-17「硬膜外分娩チーム」を作るには？ －当院の事例紹介－」

永井 梓 (名古屋市立大学大学院医学研究科 麻酔科学・集中治療医学分野)
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P1-18「名古屋市立大学病院における硬膜外分娩の現状と課題」
上村 友二 (名古屋市立大学大学院医学研究科麻酔科学・集中治療医学分野)

｢麻酔合併症」(イヤホンチャンネル4)
座長：成瀬 智(浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科)
P1-19「総腸骨バルーン留置下に施行した帝王切開で左外腸骨動脈血栓を生じた一例」

石田 美希 (奈良県立医科大学附属病院 麻酔・ペインクリニック科)
P1-20「緊急帝王切開術前にメトクロプラミドを投与し薬剤性錐体路症状を発症した一例」

橋谷 舞 (国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 麻酔科)
P1-21「帝王切開中に痙攣し、その後に特発性冠動脈解離と診断された妊婦の麻酔経験」

石原 昌貴 (沖縄県立中部病院 麻酔科)
P1-22「脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔下の帝王切開中に局所麻酔薬中毒を呈した一症例」

熊本 友子 (兵庫医科大学病院 医療人育成研修センター卒後研修室)
P1-23「帝王切開麻酔術後に神経学的合併症を起こした1症例」

西 啓亨 (沖縄県立中部病院 麻酔科)
P1-24「未破裂動脈瘤合併妊婦の帝王切開麻酔管理の1例」

藤田 靖明 (豊橋市民病院 麻酔科)

｢全身疾患合併妊婦の麻酔(1)」(イヤホンチャンネル5)
座長：大橋 夕樹 (埼玉医科大学総合医療センター)
P1-25「高血圧合併妊娠により重症心不全を来たした高度肥満妊婦の緊急帝王切開術の麻酔経験」

國武 歩 (宮崎市郡医師会病院 麻酔科)
P1-26「コントロール不良のバセドウ病合併妊婦における帝王切開術周術期管理の1例」

小島 衣里加 (昭和大学 麻酔科)
P1-27「Fontan 術後妊婦の帝王切開術の麻酔経験」

岡本 理沙子 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)
P1-28「演題取消」
P1-29「Seizure and cardiac arrest in preeclampsia parturient during Cesarean delivery」

Sang-Hwan Do (Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Seoul National
University Bundang Hospital, Seongnam, Korea)

P1-30「非持続性心室頻拍合併妊婦が持続性心室頻拍を来し緊急帝王切開となった1例：治療方針は適切
だったか？」
小島 崇史 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

｢帝王切開術の麻酔(1)」(イヤホンチャンネル6)
座長：日向 俊輔 (北里大学医学部 麻酔科学)
P1-31「帝王切開時のボーラスオキシトシンの安全性、効果 ～当院におけるプロトコール変更前後の比較～」

三好 康広 (長崎医療センター 産婦人科)
P1-32「The relaxant effect of nicardipine on the isolated uterine smooth muscle of the pregnant

rat」
Keum Young So (Department of Anesthesiology and Pain Medicine, School of Medicine,
Chosun University)
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P1-33「Bleeding complications in pregnancies with placenta previa: a retrospective study」

Hyo-Seok Na (Department of Anesthesiology and PainMedicine, Seoul National University

Bundang Hospital, Seongnam, Korea)

P1-34「Comparison of the fetal effects of remifentanil and dexmedetomidine during cesarean

section under general anesthesia: a systematic review and meta-analysis」

Myeong Jong Lee (Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Konkuk University

Medical School, Chungju, Republic of Korea)

P1-35「多発性硬化症合併妊婦に対する帝王切開は全身麻酔を選択すべきか ～当院での5症例の検討～」

君塚 基修 (札幌医科大学 麻酔科)

｢帝王切開のシステム構築」(イヤホンチャンネル7)

座長：須賀 芳文 (東京慈恵会医科大学附属病院)

P1-36「産科有床診療所におけるJ-CIMELSに基づく急変時シュミレーションの院内実施についての検討」

山﨑 ゆか (中部産婦人科医院 麻酔科)

P1-37「超緊急帝王切開におけるプロトコール作成の臨床的効果の検討」

渡辺 康江 (浜田医療センター 麻酔科)

P1-38「市中病院における超緊急帝王切開への対策と新生児予後」

林 泉 (勤医協札幌病院 麻酔科)

P1-39「当院の緊急帝王切開手術(NICE 分類カテゴリー1)についての検討」

高橋 雅也 (順天堂大学医学部附属順天堂医院 医学部産婦人科学講座)

P1-40「超緊急帝王切開術(GradeA)のシミュレーション －当院の取り組み－」

黒嵜 明子 (公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 麻酔科)

P1-41「当院での超緊急帝王切開シミュレーションの取り組み－麻酔科医として大学病院でいかにして始め、

継続するか」

高木 真奈 (浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科)

｢母体救急(1)」(イヤホンチャンネル8)

座長：井上 理恵 (順天堂大学医学部 麻酔科学・ペインクリニック講座)

P1-42「特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠患者の周産期血液凝固能を ROTEM®で評価した一例」

佐野 友里 (東京慈恵会医科大学 麻酔科)

P1-43「産後出血により搬送され、集学的治療により救命しえた子宮型羊水塞栓症の一例」

桑山 太郎 (高山赤十字病院 産婦人科)

P1-44「トロンボエラストグラフィにより凝固線溶系の評価を行ったDIC先行型羊水塞栓症の1症例」

嶋村 亜紀 (大阪市立大学 産婦人科)

P1-45「無痛分娩中に発生した羊水塞栓症の一例」

西 健 (昭和大学江東豊洲病院 産婦人科)
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P2-40「妊娠 24 週で粟粒結核を疑うも Stage Ⅳ肺腺癌急性呼吸不全となり全身麻酔下帝王切開術施行にて児

のみを救命した1症例」

清水 ゆり子 (聖マリアンナ医科大学 麻酔学教室)
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