
第125回熊本麻酔学会プログラム

日時：平成25年1月26日（土）

場所：水俣市総合もやい直しセンター「もやい館」

水俣市牧の内3－l TELO966－62－3120FAXO966－62－3130

9：00～9：30

9：30一一9：50

学術講演会時間割

10：00～10：10

1〇二10～11：00

11：00～12：00

12：00～12：10

12：10～13：10

13：10～13：20

13：20～14：00

14：00～15：10

15：10～15：20

15：20～16：10

16：10～16：15

16：30～

熊本麻酔専門医会役員会（会場：もやい館3階会議室）

関連病院部長会（会場：もやい館3階会議室）

（会場：もやい館3階もやいホール）

開会の辞　熊本麻酔専門医会会長　満瀬哲郎

セッション】（5題）：麻酔経験

セッションIl（6題）：臨床研究1

休憩

ランチョンセミナー

休憩

セッションIll（4題）：看護・臨床工学

セッションIV（7題）：臨床研究2

休憩

セッションV（5題）：管理システム、災害医療、発明

閉会の辞　第125回熊本麻酔学会会長　田尻晃彦

新年会　スカイレズトランえむず

学術講演プログラム

10：00～1＿0：10熊本麻酔学会開会の辞　熊本麻酔専門医会会長　清瀬哲郎

10：10～11：白むセツシヨシ・l－：麻酔経験

座長：熊本地域医療センタ⊥　高群博之

1）術後CPK上昇より悪性高熱症が疑われた1例

熊本中央病院

井上泰平、屠場知子、前川謙憤、大友純、棚平大、井上理恵

2）重度の心機能障害、呼吸機能障害を有する大腿骨頸部骨折患者の骨接合術を末梢神経

ブロックで安全に麻酔管理できた1例

公立玉名中央病院

上野満徳、岩切重憲、浦島ゆかり、松尾孝一



3）工アウェイスコープ小児用イントロツクの使用経験・

熊本市民病院

荒木美貴、梶原那美恵、萩原裕美、仲田智子、増田和之、橋口清明、満瀬哲郎

4）術後大量出血をきたした急性妊娠脂肪肝の一例

熊本市民病院

萩原裕美、梶原那美恵、荒木美景、仲田智子、増田和之、椿口清明、満瀬哲郎

5）ex－uterOintrapartumtreatment（EXJT）の麻酔経験

熊本大学医学部附属病院麻酔科

樋口拓志、石村達拡、中原依里子、一瀬景輔、山本達郎

11：00～12：00　セッションIl：臨床研究1

座長：国立病院機構熊本医療センター　瀧　賢一郎

6）当院における80歳以上の大腿宙頚部／転子部骨折症例の周術顛管理の検討

熊本労災病院

上原朋子、野中崇広、伊藤千晶、小野田昌弘、橋本正博、成松紀子

7）腰椎手術後血腫の危険因子の検討

熊本労災病院

伊藤千晶　野中崇広　上原朋子　小野田昌弘　橋本正博　成松紀子

8）全身麻酔中に体幹部末梢神経ブロックの効果を末梢海流指標の変化を用いて判定できるか

熊本大学医学部附属病院麻酔科　平岡知江子、山本達郎

熊本大学医学部附属病院中央手術部　生田義浩

9）熊本市民病院での小児における中心静脈カテーテル挿入の実際

熊本市民病院

梶原那美恵、萩原裕美，荒木美貴∴仲田智子，増田和之，橋口清明，清瀬哲郎

10）大動脈弁狭窄症に対する弁置換術における術後高次脳機能障害の危険因子

熊本中央病院

棚平大、屠場知子、前川謙悟、大友純、井上理恵

11）冠動脈バイパス術患者における深部皮質下白質病変と術後認知機能との関係

熊本中央病院麻酔科

前川謙悟、井上理恵、棚平大、大友純、馬場知子

12：10～13：10　ランチョンセミナーr HESとVoTumeTherapy」

（共催：フレゼ二ウスカービジャパン株式会社）

演者：埼玉医科大学総合医療センター麻酔科客員教授　宮尾秀樹

座長：熊本大学医学部附属病院麻酔科　教授　山本達郎



13：20～14：00　セッションIll：看護・臨床工学

座長：水俣市立総合医療センター　中央手術センター　藤本佐都子

12）腹腔鏡手術における看護技術の模準化を目指して～腹腔鏡手術看護マニュアルを作成して～

公立玉名中央病院

松本和代、荒木久美

13）手術室災害対策における机上訓練の取り組み

水俣市立総合医療センター　中央手術センター

江口里美、長井明美、′宮崎由起、軸薗和彦、藤本佐都子、田尻晃彦

14）ATP＋AMPを指標とした手術室清掃に関する研究

八代総合病院　手術部　福島一博串、三浦慎一朗、桑原郁美、三浦美樹、土山尚枝

薬剤部　藤井裕史等　（警：lCT）

麻酔科　谷本宏成

熊本大学大学院生命科学研究部　前田ひとみ

15）QC手法を用いた業務改善への試み

～透析室でのダイアライザー（人工腎臓）の準備間違いを無くそう～

水俣市立総合医療センター　臨床工学科

三浦京太郎、藤井謙一郎、友村淳一、中ノ上洋憲、寺床直洋、政岡秀典

14：00～15：10　セッションIV：臨床研究2

座長：熊本労災病院　成松紀子

16）当院の術前経口補水は脱水改善につながっているか　口渇感と静脈確保時間調査

公立玉名中央病院

松尾孝一、′浦島ゆかり、岩切重憲

17）術前経口補水液OS－1の性庚の違い（液体とゼリー）の比較

～エコーによる胃内容量測定と患者満早慶調査～

熊本大学医学部附属病院麻酔科　井上由季子、福永千佳子、杉田道子、山本達郎

熊本労災病院　上原朋子

18）高用量レミフェンタ二ルと少量プロポフォールによる麻酔導入では血圧は下がるか？

熊本総合病院

谷本宏成

19）肝疾患患者におけるロタロ二ウムの筋弛緩作用時間にデスブルランが及ぼす影響

熊本大学医学部附属病院麻酔科

吉田拡二、藤本昌史、磯部直史、寺崎秀平、西　賢明、山本達郎



20）スガマデクスによる筋弛緩括抗効果にデスフルランが及ぼす影響

熊本大学医学部附属病院麻酔科

磯部直史、藤本昌史、吉田拡二、寺崎秀平、西賢明、山本達郎

21）月経周期と術後鎮痛要求量との関係21VPCAの場合

聖粒会慈恵病院

志茂田　治

22）酸素投与法の違いによる二酸化炭素再呼吸↑の影響

熊本大学医学部附属病院麻酔科　大吉貴文、一瀬景輔、山本達郎

熊本大学医学部附属病院中央手術部　生田義浩

15：20～16：10　セッションV：管理システム、災害医療、発明

座長：熊本中央病院　馬場知子

23）電子麻酔記録（Paper－Chart）を利用した、往診麻酔（出張麻酔）

くまもと麻酔科クリニック

東　兼充

24）手術部におけるリテラを用いた薬剤管理

水俣市立総合医療センター薬剤科　平尾眞幸子、野田佳江

手術センター　牧尾朋樹、江口里美、藤本佐都子、田尻晃彦

熊本大学医学部附属病院中央手術部　生田　義浩

25）人工呼吸器の呼吸回路および回路交換の実態調査

熊本医療センター　小林加織、諸家直子、宮崎直樹、古庄千代、瀧　賢「部、江崎公明

ME室　田代博崇

26）熊本市龍田地区水害における救護班活動報告

野本市民病院救急診療部

赤坂威史、江上純子

27）ファイバー操作中に側方から装着し、呼吸補助ができる横開きマスクの自作法

桜が丘病院　麻酔科

森岡　亨　　　／

16：10～16：15　閉会の辞　第125回熊本麻酔学会会長　田尻晃彦

16：30～　　　　　　　　新年会

スカイレストランえむず（MIsCITYノ5階、食べ放題、飲み放題）

学会場から徒歩約10分＿　参加費　男性3150円　女性2300円



◆交通アクセス

水俣市総合もやい直しセンター「もやい館」までのご案内

●車を利用した場合

九州自動車道（熊本IC）から芦北ICまで約50分

芦北IC（国道3号線）から水俣市まで約40分

※国道3号線　水俣市役所を右折し1つ目の信号機付近

（約40台収容の駐車場あり。隣接駐車場も空きがあれば駐車可。）

●九州新幹線を利用した場合

JR熊本駅からJR新水俣駅まで約25分

※新水俣駅からタクシー利用で約10分

●肥薩おれんじ鉄道を利用した場合

八代駅から肥薩おれんじ鉄道を利用し水俣駅まで約1時間10分

※水俣駅からタクシー利用で約10分
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