The 8th Oita Perioperative Management Seminar

テーマ

知識を整理して、現場に活かす
-知の再生-

期日
会場

２０１６年５月１５日（日） ９：００～１６：５０ （受付開始 ８：３０ ～）
レンブラントホテル大分

代表
世話人

後藤 孝治

対象

看護師，臨床工学技士，薬剤師 ，研修医，医学生，一般

参加費

(一般社団法人AQTO 理事長，大分大学医学部附属病院集中治療部 診療教授)

２，０００円 （テキスト・ 昼食・ 懇親会費込，当日受付でお支払い下さい）
（医学生 無料，研修医 2,000円，AQTO ・大分大学麻酔科関連病院以外は 5,000円）

申し込み

２０１６年４月１５日（金） 締め切り
要事前予約 （定員250名）
セミナー事務局宛にFAXでお申し込み下さい

・ 希望者が多い場合，各施設ごとに参加人数を制限させて頂く場合がありますのでご了承下さい
・ セミナー終了後，懇親会を開催致します （要事前予約 ・参加費無料）
セミナー事務局/大分大学医学部麻酔科学講座
担当/ 事務局長： 古賀 寛教

TEL：097－586－5943 FAX：097－586－5949

2016年度 第8回大分周術期管理セミナー

主

催：一般社団法人AQTO

期

日：2016年5月15日（日）

会

場：レンブラントホテル大分 〒870-0816 大分市田室町9番20号

募集定員：250名

セミナープログラム

セミナープログラム

第1セミナー会場 ： ２Ｆ「二豊の間」 A

第２セミナー会場：２Ｆ「二豊の間」 B

8：30-9：00 受付
9：00-9：05 開会挨拶

本セミナーのコンセプト紹介
第8回大分周術期管理セミナー事務局長 古賀 寛教
開会挨拶
大分大学医学部麻酔科学講座 教授 北野 敬明
休憩

大分大学医学部麻酔科学講座 教授 北野 敬明
9：05-9：10 本セミナーのコンセプト紹介
第8回大分周術期管理セミナー事務局長 古賀 寛教
9：10-9：15 休憩
9：15-9：55

ノンテクニカルスキルを知る、チーム医療の質の向上を目指して
（大分大学医学部附属病院 手術部 助教 小山 淑正）

病態生理と一緒に学ぶ薬剤 （一般麻酔薬編）
（大分大学医学部附属病院 手術部 助教 古賀 寛教）

9：55-10：05 休憩
10：05-10：45 麻酔困難症例加算からひもとく、合併症患者の周術期リスクと管理法

休憩

病態生理と一緒に学ぶ薬剤 （循環作動薬、鎮痛薬編）
（別府医療センター 麻酔科 横尾 あずさ）

（大分赤十字病院 麻酔科 蔀 亮）
10：45-10：55 休憩
10：55-11：35 医療機器の安全使用について

休憩

血液ガスデータをどう読み解くか？
（中津市民病院 麻酔科 医長 浅井 信彦）

（大分大学医学部附属病院 MEセンター 中嶋 辰徳）
座長：

9：05-9：10
9：10-9：15
9：15-9：55
9：55-10：05
10：05-10：45
10：45-10：55
10：55-11：35

大分大学医学部附属病院 手術部 准教授 新宮 千尋

11：35-11：50 写真撮影
11：50-12：50 昼休憩

11：35-11：50
11：50-12：50

写真撮影
昼休憩

パネルディスカッション

12：50-13：40

展示会場

8：30-9：00 2F 久住の間
9：00～
9：00-9：05

パネルディスカッション

何か起こる前に！起こってしまったら！手術室のリスクマネージメント大討論
演者： 大分大学医学部附属病院 手術室
大分県立病院
手術室
大分医療センター
手術室
厚生連鶴見病院
手術室

副師長
看護師長
副師長
看護師長

金子
深田
阿部
藤原

12：50-13：40

周術期におけるわかりやすい症例検討会（術前～術中～術後）
①大腸穿孔緊急手術（敗血症性ショック） ②解離性大動脈瘤緊急手術（出血性ショック）
美紀
真由美
演者： 大分大学医学部附属病院 麻酔科 栗林 由英（術前）
めぐみ
大分大学医学部附属病院 麻酔科 鈴木 馨 （術中）
龍市
大分大学医学部附属病院 麻酔科 秋山 英俊（術後）

座長： 大分大学医学部麻酔科学講座
教授 北野 敬明
大分大学医学部附属病院 手術部 看護師長 草地 真由美
13：40-13：50 休憩

座長： 大分大学医学部附属病院 集中治療部 診療教授 後藤 孝治
大分大学医学部附属病院 麻酔科
講師
日高 正剛
休憩

13：50-14：30

モニタリング、物言わぬ患者さんからのメッセージ
（大分市県立病院 麻酔科 主任医師 藤田 和也）

認定看護師からのメッセージ！術中褥瘡予防の要点
（大分大学医学部附属病院 看護部 芦田 幸代）

機
器
・
薬
品
展
示

13：40-13：50
13：50-14：30

座長： 大分大学医学部麻酔科学講座
教授 北野 敬明
14：30-15：10 休憩
15：10-15：50 危機管理マニュアルを深く、詳しく！！現場で動ける知識を

休憩

なぜ麻酔科医がペインクリニック・緩和ケアを担当するのか？
（大分大学医学部附属病院 麻酔科 助教 椎原 啓輔）

（大分大学医学部附属病院 麻酔科 中野 孝美）
15：50-16：00 休憩
16：00-16：40 OPEナーシング、意外に知らないあんなこと、こんなこと♥

休憩

なぜ麻酔科医が集中治療(ICU)を担当するのか？
（大分大学医学部附属病院 手術部 助教 安部 隆国）

（大分大学医学部附属病院 麻酔科 助教 内野 哲哉）
16：40-16：50 閉会式

(アンケート回収）
大分大学医学部麻酔科 医局長 安田 則久

17:00

閉会式 (アンケート回収）
第8回大分周術期管理セミナー事務局長 古賀 寛教

懇親会

14：30-15：10
15：10-15：50
～15：30
15：50-16：00
16：00-16：40
16：40-16：50
17:00

