
11 月 24 日(日)
特別講演 

特別講演2 第1会場 13：30～14：20

｢生命を預かるチームの更なる現場力の向上を目指して －ノンテクニカルスキルによるチーム運営術－」

座長：鈴木 利保 (東海大学医学部付属八王子病院 麻酔科)

演者：山口 孝夫 (有人宇宙システム株式会社 有人宇宙技術部)

教育講演 

教育講演7 第1会場 9：00～9：45

｢産科大量出血の病態と止血目的の輸血治療」

座長：山浦 健 (九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学)

演者：山本 晃士 (埼玉医科大学総合医療センター 輸血細胞医療部)

共催：アトムメディカル株式会社



教育講演8 第2会場 9：00～9：45

｢日本における妊産婦脳卒中の現状とその克服のための指針」

座長：川口 昌彦 (奈良県立医科大学 麻酔科学教室)

演者：高橋 淳 (国立循環器病研究センター 脳神経外科)



教育講演9 第1会場 9：55～10：40

｢産科麻酔文献レビュー ～｢産科麻酔の役割」を中心に～」

座長：森﨑 浩 (慶應義塾大学医学部 麻酔学教室)

演者：細川 幸希 (昭和大学 医学部麻酔科学講座)



教育講演 10 第2会場 9：55～10：40

｢帝王切開における子宮収縮薬の使い方」

座長：亀井 良政 (埼玉医科大学病院 産婦人科)

演者：成瀬 智 (浜松医科大学医学部附属病院 麻酔科蘇生科)



教育講演 11 第3会場 9：55～10：40

｢産科麻酔における痛み：母体と胎児の痛み研究」

座長：小板橋 俊哉 (東京歯科大学市川総合病院 麻酔科)

演者：川真田 樹人 (信州大学病院 麻酔科蘇生科)



教育講演 12 第3会場 13：30～14：15

｢麻酔科医のためのCTG ～超緊急帝王切開はどうやって決まるの？～」

座長：飯田 宏樹 (岐阜大学大学院医学系研究科 麻酔・疼痛制御学)

演者：石川 浩史 (神奈川県立こども医療センター 産婦人科)
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ミニシンポジウム 

ミニシンポジウム3 第2会場 10：50～11：50

｢産科病棟に麻酔科医がいることの意義」

座長：照井 克生 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

1．総合病院の麻酔科医が産科医療の安全性向上に貢献し続けるために

－細やかな配慮と効率の両立を目指して－

秋永 智永子 (浜松医科大学 麻酔蘇生学教室)

2．産科病棟に麻酔科医がいることの意義について

板倉 敦夫 (順天堂大学 産婦人科)

パネルディスカッション 

パネルディスカッション ハンズオン会場1 8：00～ 8：50

｢麻酔科医のための産科麻酔専門資格について考える」

モデレーター：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）

パネリスト ：森山 潔 (杏林大学医学部付属病院麻酔科）

橘 一也 (大阪母子医療センター麻酔科）

長尾 瞳 (関西医科大学附属病院麻酔科）

座談会 

座談会 第1会場 10：50～11：50

【座談会】無痛分娩をどのくらい効かせるのか？

司会 ：奥富 俊之 (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)

：村越 毅 (聖隷浜松病院 産婦人科)

ゲスト：竹田 省 (順天堂大学 産婦人科学講座)

：天野 完 (産婦人科吉田クリニック)

：坊垣 昌彦 (東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター)

：長南 記志子 (北里大学病院 助産師)

PBLD 

Problem-based learning discussion 第2会場 13：30～14：20

｢高度肥満妊婦の麻酔 目の前の妊婦は 150 kg、さあ、どうする？」

座長：石川 源 (日本医科大学千葉北総病院 女性診療科・産科)

演者：田辺 瀬良美 (都立多摩総合医療センター麻酔科)

ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー4 第1会場 12：10～13：10

｢無痛分娩における分娩管理と母体管理」

座長：中田 雅彦 (東邦大学医学部 産科婦人科学講座)

演者：松岡 隆 (昭和大学病院 産婦人科)

共催：トーイツ株式会社
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ランチョンセミナー5 第2会場 12：10～13：10

｢妊婦の気道管理～手術室で、病棟で～」

座長：大嶽 浩司 (昭和大学医学部 麻酔科学講座)

1．「妊婦の気道困難症は「段取り」が9割」

狩谷 伸享 (兵庫医科大学麻酔科学・疼痛制御科学講座)

2．「手術室外における産科患者の気道確保」

浅井 隆 (獨協医科大学埼玉医療センター 麻酔科)

共催：コヴィディエンジャパン株式会社



ランチョンセミナー6 第3会場 12：10～13：10

｢産科救急における超音波検査 ABCD、FASO」

座長：小澤 章子 (静岡医療センター 麻酔科)

1．「妊婦のABCD sonography」

鈴木 昭広(東京慈恵会医科大学 麻酔科学講座)

2．「母体急変時の原因鑑別のための超音波検査」

長谷川 潤一(聖マリアンナ医科大学 産婦人科学)

共催：日本光電工業株式会社

JALA 

JALA 主催 カテゴリーDモデル講習会 第2会場 14：30～16：00

講師：大瀧 千代 (大阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座 麻酔・集中治療医学教室)

モーニング共催セミナー 

モーニング共催セミナー 第3会場 9：00～9：45

｢無痛分娩に適したバルーン式携帯型ディスポーザブル PCA注入ポンプはじめました」

座長：高木 俊一 (日本大学医学部 麻酔科学系麻酔科学分野)

演者：出原 郁 (あおばウィメンズホスピタル 麻酔科)

共催：オーベクス株式会社

ハンズオンセミナー 

共催ハンズオンセミナー ハンズオン会場3 10：00～11：50

｢MVAの疼痛管理～傍頸管／頸管内ブロックの有用性～」

ファシリテータ

永松 健(東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科)

Dr. Lawrence C. Tsen, MD

(Department of Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine Brigham and Women’ s

Hospital. USA)

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
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一般演題(ポスター) 

一般演題(ポスター) 第4会場 14：30～15：30

｢全身疾患合併妊婦の麻酔(2)」(イヤホンチャンネル1)

座長：伯水 崇史 (恩賜財団母子愛育会 愛育病院麻酔科)

P2-01「脳室腹腔シャント手術後の妊婦に対し硬膜外麻酔にて帝王切開を行った1例」

川原 由衣子 (JA愛知厚生連 江南厚生病院 麻酔科)

P2-02「妊娠中に吐血した、Hassab 手術既往妊婦症例」

金子 恒樹 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

P2-03「妊娠 30 週でギラン・バレー症候群を発症した妊娠高血圧症候群重症患者に対し、全身麻酔による緊

急帝王切開術を行なった1症例」

堀越 雄太 (秋田大学 医学部附属病院 集中治療部)

P2-04「気道狭窄合併妊婦における帝王切開術の麻酔経験」

四重田 爽音 (大阪市立総合医療センター 臨床研修センター)

P2-05「総排泄腔遺残に対する膣形成術後妊婦の帝王切開の麻酔経験」

鹿原 史寿子 (兵庫県立こども病院 麻酔科)

｢その他」(イヤホンチャンネル2)

座長：石川 源 (日本医科大学千葉北総病院 女性診療科・産科)

P2-06「シロッカー手術の術後痛とその予測因子に関する観察研究」

中川 元文 (母子愛育会 総合母子保健センター 愛育病院 麻酔科)

P2-07「妊娠末期に急性期帯状疱疹関連の下肢痛を訴えた嵌入胎盤の1例：診断過程と大腰筋筋溝ブロック

の効果を中心に」

西沢 良平 (埼玉医科大学総合医療センター 産科麻酔科)

P2-08「持続硬膜外麻酔が有効であった筋腫変性痛の1例 ～産科と麻酔科の連携～」

栗本 ちえ子 (JCHO船橋中央病院 周産期産科)

P2-09「産科医が行う産道粘膜下神経ブロックの和痛分娩は硬膜外麻酔の無痛分娩よりも安全・安心・安楽

で確実な和痛効果と達成感を齎す」

宇津 正二 (聖隸三方原病院 産婦人科)

P2-10「当院における硬膜外麻酔を使用した外回転術の検討」

原 澄子 (東京衛生病院 産婦人科)

｢無痛分娩の麻酔・分娩管理(1)」(イヤホンチャンネル3)

座長：田中 基 (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)

P2-11「脊髄空洞症を伴うキアリ奇形術後の無痛分娩麻酔経験」

佐藤 聖子 (福岡大学病院 麻酔科)

P2-12「無痛分娩を希望したが選択的帝王切開術の方針とした腰椎椎間板ヘルニア合併妊婦の2例」

永井 岳 (大阪母子医療センター 麻酔科)
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P2-13「super obese 症例に対して硬膜外無痛分娩を行い良好な周産期予後を得た一例」

荒井 智大 (東京都立多摩総合医療センター 産婦人科)

P2-14「BMI 55 超の Super-obese 症例の硬膜外無痛分娩」

田辺 瀬良美 (東京都立多摩総合医療センター 麻酔科)

P2-15「当院にて硬膜外麻酔分娩を行った骨盤位経腟分娩の一例」

八十島 邦昭 (黒部市民病院 産婦人科)

P2-16「側湾症に対して脊椎矯正術を施行された妊婦のCSEAによる無痛分娩が有効であった1例」

城本 菜那 (順天堂大学 麻酔科)

｢無痛分娩の麻酔・分娩管理(2)」(イヤホンチャンネル4)

座長：佐藤 正規 (国立成育医療研究センター 麻酔科)

P2-17「当院の和痛分娩における発熱患者の子宮内感染症の解析」

鈴木 僚 (榊原記念病院 産婦人科)

P2-18「脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA)による無痛分娩時の穿刺時体位 側臥位と座位との比較」

澤崎 史弥 (大阪母子医療センター 麻酔科)

P2-19「初産婦の無痛分娩における帝王切開、分娩時出血量のリスク因子と産科管理についての検討」

林 聡 (東京マザーズクリニック 産婦人科)

P2-20「CSEAによる無痛分娩導入時の子宮口開大度と導入後の胎児遷延一過性徐脈発生率の検討」

疋田 陽子 (順天堂大学医学部付属順天堂医院 麻酔科ペインクリニック)

P2-21「硬膜外無痛分娩体制の違いは緊急帝王切開率に影響を与えるか？」

渡邉 美貴 (医療法人財団 足立病院 麻酔科)

P2-22「硬膜外麻酔による分娩管理 －各種局所麻酔薬の胎児・新生児における代謝－」

淵 勲 (淵レデイースクリニック 産婦人科)

｢帝王切開術の麻酔(2)」(イヤホンチャンネル5)

座長：坊垣 昌彦 (東京大学医学部附属病院 麻酔科・痛みセンター)

P2-23「妊娠高血圧症候群の管理における血圧脈波検査 ～PWVとCAVI の比較検討」

山田 佐世子 (井上レディースクリニック 麻酔科)

P2-24「胎児頸部巨大腫瘤に対する EXIT(ex-utero intrapartum treatment)中の母体循環管理に

FloTracRモニターを使用した一例」

藤田 那恵 (北里大学病院 周産母子成育医療センター 産科麻酔部門)

P2-25「脊髄くも膜下麻酔による帝王切開術での非侵襲的連続心拍出量測定装置 esCCOの使用経験」

仲野 有紀 (大阪母子医療センター 麻酔科)

P2-26「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フェニレフリン予防的持続投与の効果」

安達 真梨子 (北里大学病院 周産母子成育医療センター 産科麻酔部門)

P2-27「帝王切開時のクリアサイトシステムによる非侵襲的連続血圧測定の正確性に関する検討」

末光 千春 (大阪市立大学大学院医学研究科 女性生涯医学)
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｢母体救急(2)」(イヤホンチャンネル6)

座長：山下 智幸 (日本赤十字社医療センター 救命救急センター・救急科)

P2-28「臨床的羊水塞栓症の麻酔経験：大動脈バルーン閉塞術下の子宮摘出術および腸管壊死に対する緊急

手術」

森 美也子 (兵庫県立西宮病院 麻酔科)

P2-29「当院における産科関連 IVR 症例の検討」

中尾 優里 (名古屋大学 産婦人科)

P2-30「帝王切開後の危機的出血に対して IABOを用いた止血戦略が有効であった1例」

乃美 証 (日本赤十字社医療センター 救命救急センター・救急科)

P2-31「事前に予期しなかった産科危機的出血に対し IVR(interventional radiology)を施行して子宮温存

可能であった2症例」

河野 友喜 (名古屋大学 医学部麻酔科)

P2-32「帝王切開術後2週間で子宮仮性動脈瘤をきたし救命し得た一例」

小林 基子 (千船病院 麻酔科)

P2-33「分娩時子宮破裂による心肺停止に対し、大動脈遮断バルーンカテーテルが奏功した一例」

吉本 望 (宮崎市郡医師会病院 産婦人科)

｢帝王切開術の麻酔(3)」(イヤホンチャンネル7)

座長：岡田 尚子 (順天堂大学医学部附属練馬病院 麻酔科)

P2-34「帝王切開時における子宮体内・体外縫合が母体副作用に及ぼす影響」

中郷 あゆみ (江別市立病院 麻酔科)

P2-35「PONVフリーの帝王切開」

畠山 佑子 (平鹿総合病院 産婦人科)

P2-36「硬膜外併用脊髄くも膜下麻酔による帝王切開術に対する産科自家麻酔と麻酔科管理症例との比較検討」

濱田 さつき (佐賀病院 麻酔科)

P2-37「脊髄くも膜下麻酔で施行される帝王切開中の音環境」

位田 みつる (奈良県立医科大学 麻酔科学教室)

P2-38「緊急帝王切開における脊髄くも膜下麻酔の再穿刺判断基準に関するアンケート調査」

平本 綾子 (横浜市立大学附属病院 麻酔科)

｢母体救急(3)」(イヤホンチャンネル8)

座長：狩谷 伸享 (兵庫医科大学 麻酔科学・疼痛制御科学講座)

P2-39「常位胎盤早期剝離妊婦への脊髄くも膜下麻酔施行後に心停止を来した1例」

石田 恵章 (安城更生病院 麻酔科)

P2-41「帝王切開中にA群β溶血性連鎖球菌による敗血症性ショックとなったが早期介入を行い良好な転帰

を辿った症例」

藤原 愛 (大阪母子医療センター 麻酔科)
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P2-42「妊娠性急性脂肪肝の1例」

中村 良子 (四国こどもとおとなの医療センター 麻酔科)

P2-43「急性妊娠脂肪肝が疑われ緊急帝王切開により母児ともに救命しえた1例」

佐藤 大樹 (横浜市立市民病院 麻酔科)

P2-44「死戦期帝王切開、母体は救命できた1例。」

湯本 正寿 (東京女子医科大学千代医療センター 麻酔科)

32

プ
ロ
グ
ラ
ム


	2019第123回日本産科麻酔学会 26
	2019第123回日本産科麻酔学会 27
	2019第123回日本産科麻酔学会 28
	2019第123回日本産科麻酔学会 29
	2019第123回日本産科麻酔学会 30
	2019第123回日本産科麻酔学会 31
	2019第123回日本産科麻酔学会 32

