
〒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

こばやし  もとむ ささき  としひろ

担当： 小 林　求（医局長）、  佐々木 俊弘
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

メールアドレス info@okadaimasui.com

FAX086-235-6984

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。）

申込締め切り：定員になり次第締め切りさせていただきます
例年募集開始後約1週間でほぼ定員に達しますので、お早めにご連絡下さい。

お問い合わせはこちらまで．．．

　ふりがな　
氏　　　名  性 別 

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（卒業年） （ ）

以前参加された事はありますか？ □ある □ない

いずれに該当されますか？ □初期研修医　□後期研修医　□それ以上

前日見学ツアー希望 □する □しない

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

麻酔･集中治療セミナー
in直島　 　　
麻酔･集中治療セミナー
in直島　 　　20162016

Anesthesia and Intensive Care Seminar

in Naoshima 2016

平成28年8月20日土・21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

セミナー前日の8月19日㈮に【岡大手術室･ICU見学ツアー】も開催！
前泊の方はこちらも奮ってご参加下さい！！

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。

テーマ循環循環



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。
※原則、学生やリピーターの方はご遠慮頂いております。

費 用： 会 費 25,000円　岡山大学病院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。

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 松  博 史
　今年も直島セミナーの季節がやってきました。本セミナーは例年瀬戸内の島で行われる麻酔科医を
目指す若い医師を対象としたセミナーです。毎年60～80名の参加者があり開始以来大変盛況を博して
います。本年の開催はWorld Congress of Anesthesiologistsの開催時期を考慮して8月20日～
21日としております。例年より少し早くなりますのでご注意下さい。
　本年の直島セミナーはテーマを2年ぶりに“循環”と定めました。前回同様麻酔科医にとっては重要
なテーマであるからです。しかしながら前回とは少し変わった内容となっています。昨年度より始まっ
た岡山大学病院で実際経験した症例に基づくレクチャーは実臨床に即した大変為になるものとなるで
しょう。またハンズオンでは新しい企画を3つ加える予定です。一つは若い先生方も興味のある経食道
心エコーのsimulationになるでしょう。いずれの企画も臨床の為にもなりかつ楽しいものとなると期
待しています。例年2名をお迎えしている特別講師の先生として、今回は京都府立医大の天谷文昌先生、
東京大学の土井研人先生をお迎えいたします。例年よりは少し若返った布陣となりますが、その分野
ではいま一番脂ののった先生方のご講演に乞うご期待です。
　本年の開催日時も8月20日～21日と瀬戸内国際芸術祭の開催期間中です。通常の予約でも困難な直
島で宿泊し、最高の環境と、最高の講師陣の元で勉強し、そしてかけがえのない仲間も作れると思い
ます。休憩時間には地中美術館や家プロジェクトなど“アートの島、直島”を楽しむこともできます。な
んと言ってもその空と海の青さと多島美は瀬戸内ならではのものです。是非この機会に直島もお楽し
みください。
　最後に直島セミナーは麻酔科医を目指す若い医師と一宿一飯をともにすることにより、麻酔科の魅
力そしておもしろさを皆さんに感じていただくことを目的としています。岡山大学麻酔･蘇生学教室の
スタッフや新しい仲間と触れあえるチャンスを是非ものにして下さい。それでは8月の直島で是非お会
いしましょう。

麻酔・集中治療セミナー in 直島2016では、
二人の先生をお招きして素晴らしい講演を用意しています。

特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ

8月／20日㈯

8月／21日㈰

痛みをどう理解
するべきか
京都府立医科大学
麻酔科　准教授

天谷 文昌  先生

特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ
集中治療における
腎臓と血液浄化
東京大学医学部附属病院
集中治療部　講師

土井 研人  先生

集  合 平成28年8月20日㈯ 7：30集合（岡山大学病院正面玄関前）➡8：00出発
（連絡先：086-235-7778）

8:00～9:00 岡山大学病院から宇野港 （バス）

9:22～9:42 宇野港 ― 直島 （フェリー）

10:00 ベネッセハウス着

10:30～12:00 講　義（各30分）
■1  麻酔が循環に及ぼす影響 清水 一好

■2  麻酔中の輸液と血液製剤 松岡 義和

■3  術中輸液Goal Directed Therapyに関する最近の話題 松﨑 　孝
12:00～13:30 昼　食

13:30～15:00 講　義（各30分）
■4  ケースシナリオⅠ

 　  麻酔導入後の予期せぬ低血圧 ： What’s happening? 小林 　求
■5  ケースシナリオⅡ

 　  手術中の大量出血 ： 備えあれば憂いなし！？ 谷西 秀紀
■6  ケースシナリオⅢ

 　  術中心機能評価 ： 循環動態モニタリングと経食道心臓エコー
金澤 伴幸

15:00～17:30 自由時間

17:30～18:30 特別講演 Ⅰ 
痛みをどう理解するべきか 京都府立医科大学麻酔科　准教授　天谷 文昌 先生

18:30～20:00 夕　食

20:00～20:40 特別講演 Ⅱ 
集中治療における腎臓と血液浄化

東京大学医学部附属病院集中治療部　講師　土井 研人 先生

20:40～ ワインパーティー

7:00～8:30 朝　食

8:30～9:00 講　義
■7  周術期のβブロッカー　Update 林　 真雄

  9:00～9:45 Journal Club 森松 博史

10:00～ 12:00 ハンズオンセミナー　
経食道エコーをマスターしよう 

12:00～13:00 昼　食

13:30 ベネッセハウス出発

14:55～15:15 直島（宮浦） ― 宇野港 （フェリー）

15:30～16:30 宇野港から岡山駅へ (バス）

16:40 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。

費用と定員

ごあいさつ スケジュール テーマ 循　環
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