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岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　麻酔・蘇生学分野

  さとう  けんじ 　　　                 もりまつ  ひろし　　    たかた  けん　

担当： 佐藤 健治（医局長）、  森松 博史、 高田　研
 メールアドレス： info@okadaimasui.com
 電話番号： 086-235-7778（平日9時～17時）
 FAX： 086-235-6984

Follow us on Twitter：http://twitter.com/NaoshimaSem2010

自然とアートに包まれた瀬戸内海の直島で
麻酔科学・集中治療医学の魅力に触れてみませんか？

FAX
086-235-6984

お申込みはメール、FAXで受け付けます。
（FAXご利用の方はこのページをコピーしてご利用ください。）

お問い合わせはこちらまで．．．
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●詳しくはホームページをご覧ください。  

http://www.okadaimasui.com
●お申し込み・お問い合わせは　info@okadaimasui.com まで

主催：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　麻酔・蘇生学分野
共催：岡山臨床麻酔・蘇生懇話会
協賛：ホスピーラ　ジャパン株式会社

麻酔･集中治療セミナー
直島 20102010inin

将来、麻酔科医をめざす初期研修医の先生方や、
これからもっとレベルアップしたい全国の麻酔科医
を対象にした麻酔･集中治療セミナーを瀬戸内海の
直島にて開催します。

Anesthesia and 
Intensive Care Sem

inar 

in Naoshim
a 2010

地中美術館（写真：松岡満男）

平成22年 8月28日土・29日日
ベネッセハウス
（ベネッセアートサイト直島内）
〒761-3110 香川県香川郡直島町琴弾地

出発前日の金曜夕方、岡山大学病院の ICU及び手術室の見学が可能です。
見学を希望される方、宿泊の手配が必要な方はご連絡下さい。



　麻酔科学の魅力、麻酔科医のすばらしさを伝えたい。これが直島セミナーのすべてです。

　麻酔科医はどのような経験し、どのような医師なのか、自分の将来像を描くための情報が

必要な人達。既に麻酔科医としてのキャリアを踏み出し、より深くその真髄に触れることを

望む人達。そして麻酔科学の重要性と面白さを伝えたいと願う麻酔科医。それぞれが篤い思

いを持って集う INTENSE な＜空間・時間＞を作りたい。

　瀬戸内海に浮かぶ直島という日常から隔絶されたシチュエーション。ベネッセハウスとい

う空間における建築家と芸術家の感性のぶつかりあいが生む心地よい精神の高揚。夜を徹し

て語り合うことも可能となる十分な時間と同じ屋根の下で寝食を共にする一体感。直島セミ

ナーは他に類をみない独創的なセミナーで私の思いを完璧に具現化するものです。

　セミナーを主催する我々は地域の枠に全くとらわれておりません。広く全国から人々が参

集し、麻酔科学に対するいろいろな思いや疑問を語り合い、セミナーが終わればまたそれぞ

れの日常に戻って行く。そして持ち帰った芽が全国で大きく育つことで麻酔科学がこの国で

更に発展することを期待しています。

　麻酔・集中治療セミナー in 直島は今年第4回を迎えます。過去3年間に培った経験をもと

に更に充実した麻酔科学と集中治療医学のプログラムを用意して皆さまをお待ちいたします。

是非、麻酔・集中治療セミナー in 直島  2010にお集まりください。

岡山大学病院　病院長

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
麻酔・蘇生学分野　教授

森 田 　 潔
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麻酔科医にとっての痛み 麻酔・集中治療と高次脳機能 
—人間らしさを護る全身管理—

信州大学医学部 
麻酔蘇生学講座   
教授

川真田 樹人 先生

Outcome に関わる麻酔科医
～昨日・今日・明日～
広島市民病院　麻酔科・集中治療部主任部長
多田 恵一 先生

麻酔・集中治療領域での 
先端研究
高知大学　麻酔科学講座教授
横山 正尚 先生

特　別　講　演

講 演

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  教授

祖父江 和哉 先生

麻酔・集中治療セミナー in 直島2010では、四人の先生をお招きして
素晴らしい講演を多数用意しています。



8月28日 ㈯
8:00～9:00 岡山大学病院をバスで出発、宇野港へ

9:20～9:40 フェリーにて宇野港～直島（宮浦）

10:00 ベネッセハウス着
10:30～11:30 開講の挨拶 森田  　潔

講　演 （各30分）
  麻酔・集中治療領域での先端研究 高知大学　横山  正尚 教授

  脳低温療法  —早期導入が患者を救う 武田  吉正

11:30～12:30 ベネッセハウスにて昼食、休憩・散策
12:30～14:30 講　演 （各30分）

  末梢神経ブロック  —超音波時代だからこそ正しく解剖を知ろう 谷西  秀紀

  肺移植・肝移植の麻酔管理 賀来  隆治

  The wait is over  —筋弛緩拮抗革命 佐藤  健治

  吸入麻酔薬を科学する 戸田  雄一郎

14:30～17:00 自由時間　（直島観光：地中美術館、ベネッセハウスミュージアムなど）

17:00～18:30 特 別 講 演 座長：森田　  潔
　 麻酔科医にとっての痛み 信州大学　川真田  樹人 教授

　 麻酔・集中治療と高次脳機能  —人間らしさを護る全身管理— 
 名古屋市立大学　祖父江  和哉 教授

18:30～20:00 夕　食
20:00～ ワインパーティー（懇親会） 司会：森松  博史

講　演 
　 Outcome に関わる麻酔科医  ～昨日・今日・明日～ 広島市民病院　多田 恵一 先生

8月29日 ㈰
7:00～8:00 朝　食 

8:00～9:00 自由時間（朝の散歩）
9:00～11:00 講　演（各30分）

  明日から使える人工呼吸の基礎知識 江木  盛時

  小児心臓血管手術の周術期管理 清水  一好

  周術期管理医学  —ERAS から POPS まで 佐藤  哲文

  Medical statistics for anesthesiologists —エビデンスの見分け方 森松  博史

11:00～12:30 ハンズオンセミナー
　 DAM（Dif�cult Airway Management）
　  （高機能シミュレーターを用いた実技講習） 武田  吉正

12:30～14:00 昼　食、自由時間

14:30 ベネッセハウス出発

14:55～15:15 直島（宮浦）～宇野

15:30～16:30 宇野港からバスにて岡山大学病院へ

16:30 岡山大学病院にて解散

※都合により途中参加ならびに途中早退も可能ですのでご相談ください。
※予定は変更になる場合があります。

平成22年8月28日㈯ 8：00　 岡山大学病院
（連絡先：086-235-7778）

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

集合



麻
酔
･
集
中
治
療
セ
ミ
ナ
ー
i
n 

直
島
2
0
0
9
に
参
加
し
て

昨年、参加していただいた多くの先生のうち３名の方に
感想を聞いてみました…。

　「麻酔・集中治療セミナー in 直島2009」に参加して、
大自然とたくさんの芸術に包まれた直島でとても有意
義な2日間を過ごしました。学外の先生による特別講
演に加え、明瞭かつコンパクトにまとめられた多分野
におよぶ講義がとても勉強になりました。講義ばかり
で堅苦しいわけではなく、移動や食事中、ハンズ・オ
ン・セミナーでは、他施設からセミナーに参加した先
生方との交流もありとても印象に残りました。
　将来どの診療科を選択するかに関係なく、麻酔・集
中治療の分野に少しでも興味があれば、このセミナー
に参加されることを強くお勧めします。

　私は進路で悩んでいるときに参加させてもらいました。直島は時間の流れ
がゆっくりしていて、忙しい研修医生活を離れてじっくり自分のことを考え
ることができる素敵な場所でした。セミナーの個性的でそれぞれにスペシャ
リティーを持った先生方の講演は今でも復習するくらい勉強になり、すごく
刺激を受けました。また、特別講演やいろいろな先生方の話を聞いて、麻酔
科・蘇生科の魅力や可能性をさらに発見することができました。
　その後もさんざん進路に悩みましたが、直島セミナーでの経験や出会いを
通して自分が今後何をしたくて実際に何ができるのか、というイメージをも
つことができたことが進路を決めるうえで大きかったです。この先どの道に
すすむとしても、直島セミナーでの経験は有意義できっと今後の糧になるも
のだと思いますので、ぜひ参加してみてください。

独立行政法人 
国立成育医療研究センター　 
手術・集中治療部　麻酔科 
医員

川瀬　宏和 先生
名古屋大学卒

岡山大学病院 麻酔科蘇生科 
後期研修医

佐野 美奈子 先生
北里大学卒

　進路について迷い、次に病院を変わるとしたら、小
児心臓外科麻酔や集中治療を積極的に勉強できる施設
をと思い、見学を兼ねて卒後5年目の夏に参加させて
頂きました。僕は岡山大学とは全く無縁だったため、
はじめは緊張していましたが、先生方の人柄に助けら
れ、楽しく興味深いセミナーを経験できたと思います。
　悩んだ末、現在は別の大学病院で働いていますが、
岡山大学の魅力的な先生方に出会うことができ、学会
でも声をかけて頂き、非常に有意義なセミナーでした。
初期研修医だけでなく、後期研修医にもお薦めですの
で、少しでも興味のある方は参加してみてください。

藤田保健衛生大学 
麻酔・侵襲制御医学講座
助教

原　　嘉孝 先生
名古屋市立大学卒

麻酔・集中治療セミナー in直島2009は
2009年8月29日 ㈯、30日 ㈰に行なわれました。

▼ホールからの景色
　自然に囲まれた開放的な環境で講義

▲
森松先生の
背伸び

▲ DAM ハンズオン　高機能シミュレーターを用いた実技講習に真剣なまなざし ▲講義中の様子 ▲恒例のワインパーティ
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会場となる直島は、瀬戸内海のもつ自然と歴史のリズムと、それに共振するアートがともに響きあう
創造の場として、注目を集めています。
ぜひ、このすばらしい環境の中で麻酔科学、集中治療医学に関する最新の知見に触れてみませんか ?

草間彌生“南瓜”　　写真：安斎重男

ベネッセハウス スパ　　写真：渡邉　修 ウォルター・デ・マリア「タイム／タイムレス／ノー・タイム」2004 
写真：Michael Kellough　　（地中美術館）

杉本博司“タイム・エクスポーズド”　写真：安斎重男 家プロジェクト「石橋」　　写真：渡邉　修 ベネッセハウス パーク　　写真：渡邉　修

ベネッセハウス オーバル　　写真：渡邉　修

ベネッセハウス テラスレストラン　写真：渡邉　修
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対 象 初期研修医、後期研修医、その他を問いません
将来、麻酔科学を志している方、現役麻酔科医でさらにレベルアップを図りたい
という方、皆様大歓迎です。

費 用 会 費 10,000円
 岡山大学から会場への往復の交通費、宿泊、食事、受講料を含みます。

定 員 60名　先着順ですのでお早めにお申し込みください。

直島へは…岡山・宇野港より船で
わずか20分です。



〒700-8558　岡山市北区鹿田町２‒５‒１
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　麻酔・蘇生学分野

  さとう  けんじ 　　　                 もりまつ  ひろし　　    たかた  けん　

担当： 佐藤 健治（医局長）、  森松 博史、 高田　研
 メールアドレス： info@okadaimasui.com
 電話番号： 086-235-7778（平日9時～17時）
 FAX： 086-235-6984

Follow us on Twitter：http://twitter.com/NaoshimaSem2010

自然とアートに包まれた瀬戸内海の直島で
麻酔科学・集中治療医学の魅力に触れてみませんか？

FAX
086-235-6984

お申込みはメール、FAXで受け付けます。
（FAXご利用の方はこのページをコピーしてご利用ください。）

お問い合わせはこちらまで．．．

　ふりがな　
氏　　　名 

自 宅 住 所

電話番号

メールアドレス

現在の勤務先
名称、 科名　

勤務先住所

電 話 番 号

卒業大学（年度）

 メールアドレス info@okadaimasui.com
 FAX 086-235-6984

（　　　　）

日時

会場

●詳しくはホームページをご覧ください。  

http://www.okadaimasui.com
●お申し込み・お問い合わせは　info@okadaimasui.com まで

主催：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　麻酔・蘇生学分野
共催：岡山臨床麻酔・蘇生懇話会
協賛：ホスピーラ　ジャパン株式会社

麻酔･集中治療セミナー
直島 20102010inin

将来、麻酔科医をめざす初期研修医の先生方や、
これからもっとレベルアップしたい全国の麻酔科医
を対象にした麻酔･集中治療セミナーを瀬戸内海の
直島にて開催します。

Anesthesia and 
Intensive Care Sem

inar 

in Naoshim
a 2010

地中美術館（写真：松岡満男）

平成22年 8月28日土・29日日
ベネッセハウス
（ベネッセアートサイト直島内）
〒761-3110 香川県香川郡直島町琴弾地

出発前日の金曜夕方、岡山大学病院の ICU及び手術室の見学が可能です。
見学を希望される方、宿泊の手配が必要な方はご連絡下さい。




