
〒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

 かく　りゅうじ まつさき　たかし

担当： 賀来 隆治（医局長）、  松 﨑　孝
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

ORION会議に参加 □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　 　　20182018

Anesthesia and Intensive Care Seminar
in Naoshima 2018
Anesthesia and Intensive Care Seminar
in Naoshima 2018

平成30年

8月25日土・26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24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 40,000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
　本年も直島セミナーの季節がやってきました。例年通り8月最終週の土日、今年は8月25日、
26日に直島で麻酔・集中治療セミナーが行われます。例年にもまして気合いを入れて準備に望
んでいるところです。麻酔・集中治療セミナー in 直島は岡山大学病院麻酔科蘇生科が中心と
なって、毎年夏に若手医師に麻酔・集中治療のおもしろさを伝えることを目的に行われていま
す。本年のテーマは“循環”で、循環に関する講義やケースシナリオ、ハンズオンなどを準備し
ています。
　本セミナーの目的は若手医師、特に麻酔手中治療に興味がある医師に、さらに麻酔集中治
療のおもしろさを伝えることです。岡山大学麻酔科蘇生科が誇る講師陣が講演に当たります。
また 2 日目は恒例のハンズオンを行います。昨年より、麻酔科領域では特に一般的な中心静
脈穿刺と気道管理をルーチンとして採用しています。
　もう一点直島セミナーの楽しみは特別講演のゲストです。今回は旭川医大教授の国沢先生、
米国メリーランド大学の田中先生にお越し頂ける予定です。先人達の貴重な体験や知識を拝聴
することで新たな希望が生まれること請け合いです。その他ワインパーティーや観光の時間も
設けていますので、ぜひアートの島直島をお楽しみ頂きながら、麻酔・集中治療のおもしろさ
を感じて頂ければと思います。それでは直島でお会いできますように。

Okayama Research Investigation Organizing Network会議
当科が関係する多施設参加中の研究報告やこれからの研究に関するディベート
を行う臨床研究会議です。
一緒に臨床研究について、意見交換をしてみませんか？

麻酔・集中治療セミナー in 直島2018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。

8月

／25日
㈯

8月

／26日
㈰

特別講演Ⅰ特別講演Ⅰ

集  合 平成30年 8月25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  麻酔薬の循環に与える影響  松岡 義和

　 ■2  術中の循環管理   鈴木 　聡

　 ■3  術中の輸液管理   谷 真規子

12:00～13:00 昼　食

13:00～14:00 ケースシナリオ（各30分）

　 ■1  ケースシナリオ Ⅰ   山之井 智子

　 ■2  ケースシナリオ Ⅱ   小野 大輔

14:00～17:30 以下の3パターンを自由に選択可能です。

17:30～18:30 特別講演 Ⅰ 
　 心臓麻酔と血液・凝固  最近の話題 ～米国での臨床経験も含めて～
   米国メリーランド大学　麻酔科教授　田中 健一 先生

18:30～20:00 夕　食

20:00～20:40 特別講演 Ⅱ 
　 心臓麻酔とTEE  最近の話題 
 ～国内・海外留学や海外資格取得に挑んだ若手医師時代の経験も含めて～
  旭川医科大学　医学部　麻酔・蘇生学講座　教授　国沢 卓之 先生

20:40～ ワインパーティー 

　

  7:00～8:30 朝　食

  8:30～9:30 Journal Club   森松 博史

  9:45 ～ 12:00 ハンズオンセミナー
　 ■1  Difficult airway management
　 ■2  超音波ガイド下血管穿刺　ほか

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

ORION会議

ごあいさつ スケジュール テーマ　 循　環

14:00～15:30
ORION会議

［ メインホール ］
詳細は前ページを
ご覧下さい。

14:00～15:30
トレーニングセミナー
［ ボードルーム ］
①超音波ガイド下手技
②気道管理評価

14:00～17:30
自由行動
直島の自然やアートの
散策・観光を満喫して
下さい。

特別講演Ⅱ特別講演Ⅱ心臓麻酔と血液･凝固
最近の話題
～米国での臨床経験も
含めて～
米国メリーランド大学  
麻酔科教授　

田中 健一  先生

心臓麻酔とTEE　
最近の話題
～国内･海外留学や海外
資格取得に挑んだ若手医
師時代の経験も含めて～
旭川医科大学  医学部  
麻酔・蘇生学講座  教授

国沢 卓之  先生
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