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？

麻酔･集中治療セミナー
in 直島

2008

将来、麻酔科医をめざす初期研修医の先生方や、
研修医の先生方や、これからもっと
これからも
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。

日 時 ◆ 平成20年

8月 30日

会場◆

● 詳しくは ホームページをご覧ください。

・31日

ベネッセハウス

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

（ベネッセアートサイト直島内）

info@okadaimasui.com まで

〒761‑3110 香川県香川郡直島町琴弾地

主催：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
共催：岡山臨床麻酔･蘇生懇話会

麻酔･蘇生学分野

会場のご紹介

ベネッセハウス 撮影：山本

糾

ベネッセハウス パーク 撮影：渡邉

修

︱
草間彌生：南瓜 撮影：安斎重男

大竹伸朗：シップヤード・ワークス 船尾と穴
撮影：村上宏治

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

ベネッセアートサイト直島

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 ?
ベネッセハウス テラスレストラン 撮影：渡邉

修

ベネッセハウス パーク 客室

直島へは…岡山・宇野港より船で
わずか 20 分です。

撮影：渡邉
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費用と定員

対象

三重県

JR高松駅
徳島県

福岡県

小豆島

宇野港

広島県

高松空港

太平洋

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、どなたでも大歓迎です。

費用

会費

5,000 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

30 名

先着順ですのでお早めにお申し込みください。

修

ごあいさつ

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

新しい卒後臨床研修制度により日本の医療は激変しました。新聞などの報道で
「医師不足」が伝えられない日はないほどです。この「 医師不足 」報道の中で必
ず登場する診療科の一つに麻酔科があげられます。かつて、これほどまで麻酔科
医、麻酔科学の重要性が注目された時期はあったでしょうか？「 今こそ麻酔科、
麻酔科学にとって最大のチャンス」と確信しております。まさに今が麻酔科医、
麻酔科学にとって「晴れ」の時代なのです。
「一人でも多くの卒後臨床研修医の先生方に将来の進路として、麻酔科学の魅
力を伝えよう 」という思いで、昨年第一回の麻酔・集中治療セミナーを瀬戸内
海の直島で開催しました。自然にあふれた環境で多くの若い先生方と楽しい時間
をすごし、麻酔科学、集中治療医学、疼痛治療医学の魅力を伝えることができま
した。
そして今回は卒後臨床研修医の先生のみならず、すでに麻酔科医となられてい
て「さらにレベルアップをはかりたい！」と熱意あふれる先生方にも集まって
いただけるような内容にしました。
ぜひ、自然とアートが共存する直島のすばらしい環境のもと開催される「 麻酔・
集中治療セミナー in 直島 2008 」にお集まりください。

麻酔・集中治療セミナー in 直島 2008 では、国内外からすばらしい先生方を
お招きし、シンポジウム形式で麻酔科学、集中治療医学の魅力について講演
していただく予定です。ご期待ください！

8月30日

17 : 00 〜 18 : 30

シンポジウム

晴れの麻酔科学

〜その魅力と今後の展望
シンポジスト：森田 潔、尾崎 眞 先生、Dr. Nuevo
Dr. FLORIAN

尾崎

Department of
Anesthesiology
University of Santo
Tomas Hospital
Manila, Philippines

東京女子医科大学

R. NUEVO

眞 先生

麻酔科学教室
主任教授

スケジュール

集合日時：平成 20 年 8 月 30 日㈯

9：30

（連絡先：086 - 235 - 7778 ）

8月30日 ㈯
8:00〜9:30

岡山大学病院 手術室、ICUを見学 （見学をご希望の方は8:00におこしください）

9:30〜10:30

岡山大学をバスにて出発、宇野港へ

11:00〜11:20 宇野港〜直島（宮浦）
11:30

ベネッセハウス着

12:00〜13:00 昼食
13:00〜15:00 あいさつ
講 演 （各30分）

森田

潔

これから登場する薬剤
〜スガマデックス、デスフルラン、レボブピバカイン

中塚 秀輝

あなたは吸入麻酔派？ TIVA派？
〜自分が麻酔をするなら、受けるなら？

花崎 元彦

臓器移植周術期における集学的医療と麻酔科医の役割
麻酔を科学する 〜基礎医学研究と臨床研究

松﨑

孝

横山 正尚

15:00〜17:00 自由時間 （直島観光：地中美術館など）
17:00〜18:30 シンポジウム

晴れの麻酔科学 〜その魅力と今後の展望
森田

潔、尾崎

眞先生、Dr. FLORIAN R. NUEVO

18:30〜19:30 自由時間
19:30〜

夕

食

〜自由討論

8月31日 ㈰
7:00〜8:00

朝

8:00〜9:00

自由時間（朝の散歩）

9:00〜11:00

講

食

演（各30分）

人工呼吸ABC 〜呼吸モードからウィーニングまで
小児心臓麻酔 〜基礎の基礎から
エコーガイド下神経ブロック
IV-PCAによる術後疼痛管理とPOPS（postoperative pain service）

江木 盛時
清水 一好
西江 宏行
高田
研

11:00〜12:30 ハンズオンセミナー

DAM（Difficult Airway Management）
気道確保、気管挿管困難に遭遇したらどうする？
（高機能シミュレーターを用いた実技講習です）

武田 吉正、谷西 秀紀、佐々木俊弘

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へ
16:30

岡山大学にて解散

※都合により途中参加ならびに途中早退もご相談下さい。
※予定は変更になる場合があります。

麻酔･集中治療セミナー in 直島 2007 に参加して

杉本博司：タイム・エクスポーズド

撮影：安斎重男

蔡國強：文化大混浴 直島のためのプロジェクト 撮影：藤塚光政

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…。
私は岡山育ちでも、岡山大学卒業でもありませんが、現在岡山大

岡山大学病院
麻酔科蘇生科

学麻酔科蘇生科にお世話になっております。

山根 光知 先生

自然と、楽しい先生に囲まれて一晩を過ごし、麻酔科学の魅力を

2006 年 愛媛大学卒業

感じさせられ現在にいたります。

そのきっかけになったのが昨年夏に開催されたこのセミナーです。

そんな新たな旅立ちのきっかけになるいい機会であったと思いま
す。ぜひ直島で楽しい一時を過ごしましょう。

セミナーでは、直島の大自然の中、日頃よりご指導頂いている上

岡山大学病院
麻酔科蘇生科

級医の先生方や後期研修医の先生方と真面目に、そしてざっくば

横井

深まり、きっと充実した研修が出来るのであろうと再確認しまし

渚 先生

2006 年 岡山大学卒業

らんにお話しできて、岡大麻酔科での後期研修に向けての期待が
た。正しい考え方、安全な手技、医師としてのあるべき姿を学ぶ
ことができる、それが岡山大学麻酔科蘇生科であり、医師として
若い時期を過ごすにふさわしい環境であると感じました。

直島での 2 日間は大変楽しく有意義なものでした。ホテルは設備、

姫路赤十字病院
麻酔科

料理ともに一流で、観光は楽しく、講義は興味深いものでした。

熊田 雄太 先生

な話ができ楽しく交流することができました。

2006 年 神戸大学卒業

現在、私はどこの医局にも属していませんが、直島セミナーでは、

また、岡山大学の先生方は、大変気さくで、教育熱心であり、色々

麻酔科の展望や岡山大学の良さを感じることができ、とてもいい
経験になりました。後輩の方々にもお薦めしたいと思います。

麻酔・集中治療セミナー in 直島 2007は
2007 年9月1日㈯、2日㈰に行なわれました。

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。
）
メールアドレス

FAX

info@okadaimasui.com

086 - 235 - 6984

FAX
086-235-6984
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）

お問い合わせはこちらまで．
．
．
〒700‑8558

岡山市鹿田町２ ５ １

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科
みぞぶち さとし

担当： 溝渕

麻酔・蘇生学分野

はなざき もとひこ

知司（医局長）、 花崎 元彦

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

）

