
第 35 回 中国・四国歯科麻酔研究会 プログラム 

 

会 期：2021 年 8 月 1 日（日） 13：00〜15：00 

開催形式：オンライン開催（リアルタイム形式） 

参加者：事前登録者のみ 

会 長：宮脇卓也（岡山大学学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野） 

運営事務局：岡山大学病院 歯科麻酔科部門 

 

プログラム： 

13：00〜13：05 開会の辞  

 

13：05〜13：35 一般演題 1    座 長 広島大学病院 口腔再建外科（歯科麻酔科） 大植香菜 

 

1. 歯科診療における当院での全身管理と医科歯科連携について 

澤田孝紀 

さわだ歯科医院 

 

2. 歯科外来における RRS(Rapid Response System)へ歯科衛生士が介入した 1 例 

武川香織 1, 長岡仁美 1, 鶴田真生 1, 真杉幸江 1, 篠島 理 2, 髙田真里菜 2, 西川美佳 2,  

青木理紗 2,3, 藤原茂樹 4, 江口 覚 2, 高石和美 4, 川人伸次 5, 北畑 洋 6 

1） 徳島大学病院 医療技術部 

2） 徳島大学病院 歯科麻酔科 

3） 近畿大学病院 麻酔科 

4) 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 歯科麻酔科学分野 

5） 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 地域医療人材育成分野 

6) 徳島県病院局 

 

3. バルプロ酸ナトリウムが奏功した特発性歯痛の 1 例 

神尾尚伸 1, 土井 充 2, 今戸瑛二 2, 佐々木詩佳 2, 本池芹佳 2, 吉田充広 1, 入舩正浩 2 

1) 広島大学病院 口腔再建外科（歯科麻酔科） 

2) 広島大学大学院医系科学研究科 歯科麻酔学研究室 

  



13：35〜14：15 一般演題 2               座 長 岡山大学病院 歯科麻酔科部門 樋口 仁 

 

4. esCCO（非侵襲連続推定心拍出量）測定下にレミマゾラムを使用し全身麻酔を行った高安動

脈炎患者の 1 例 

髙田真里菜 1, 高石和美 2, 篠島 理 1, 西川美佳 1, 青木理紗 1,3, 藤原茂樹 2,  

江口 覚 1, 川人伸次 4, 北畑 洋 5 

1） 徳島大学病院 歯科麻酔科  

2） 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 歯科麻酔科学分野 

3） 近畿大学病院 麻酔科 

4） 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 地域医療人材育成分野  

5） 徳島県病院局  

 

5. 脳性麻痺患者の全身麻酔下歯科治療後に生じた 2型呼吸不全に対し経鼻高流量酸素療法

が有効であった１例 

小田 綾 1, 大植香菜 1, 尾田友紀 2, 向井明里 3, 土井 充 3, 清水慶隆 3, 吉田充広 1,  

入舩正浩 3 

1） 広島大学病院 口腔再建外科（歯科麻酔科） 

2） 広島大学病院 障害者歯科 

3） 広島大学大学院医系科学研究科 歯科麻酔学研究室 

 

6. 気管支喘息の既往がない小児患者の全身麻酔において、気管挿管後に気管支痙攣が生じ

た 1症例 

藤本磨希 1, 中納麻衣 2, 三宅康太 2, 三宅沙紀 3, 宇治田仁美 2, 西岡由紀子 1,  

濵岡 緑 2, 松田怜奈 2, 栗田恵理佳 1, 若杉優花 1, 秦泉寺紋子 1, 樋口 仁 1,  

宮脇卓也 3 

1) 岡山大学病院 歯科麻酔科部門 

2) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

3) 岡山大学学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

 

7. 原因不明の徐脈を有する患児に対する全身麻酔経験 

三宅康太 1, 藤本磨希 2, 中納麻衣 1, 樋口 仁 2, 西岡由紀子 2, 松田怜奈 1,  

濵岡 緑 1, 宇治田仁美 1, 秦泉寺紋子 2, 若杉優花 2, 栗田恵理佳 2, 三宅沙紀 3,  

宮脇卓也 3 

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

2) 岡山大学病院 歯科麻酔科部門 

3) 岡山大学学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野 



14：15〜14：55 一般演題 3                   座 長 徳島大学病院 歯科麻酔科 江口 覚 

 

8. 成人先天性心疾患患者に対する歯科治療時の全身管理２例 

西川美佳 1, 藤原茂樹 2, 篠島 理 1, 髙田真里菜 1, 江口 覚 1, 青木理紗 1,3,  

大塚 拓 1,4, 斎藤昌司 1,5, 吉田雅彦 1,6, 高石和美 2, 川人伸次 7, 北畑 洋 8 

1）徳島大学病院 歯科麻酔科 

2） 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 歯科麻酔科学分野 

3） 近畿大学病院 麻酔科 

4) 医療法人優心会 大塚歯科医院 

5） 医療法人 斎藤歯科医院 

6) 徳島健康生活協同組合 健生歯科  

7) 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 地域医療人材育成分野 

8) 徳島県病院局 

 

9. 気道確保困難が予想された Crouzon症候群患児の静脈内鎮静法管理の 1 例 

好中大雅 1, 向井明里 2, 髙橋珠世 1, 小田 綾 1, 前谷有香１, 大植香菜１, 土井 充 2,  

清水慶隆 2, 吉田充広 1, 入舩正浩 2 

1) 広島大学病院 口腔再建外科（歯科麻酔科） 

2) 広島大学大学院医系科学研究科 歯科麻酔学研究室 

 

10. 発達障害児に対するデクスメデトミジン経鼻投与による麻酔前投薬の試み 

三宅沙紀 1，樋口 仁 2, 三宅康太 3, 濵岡 緑 3, 松田怜奈 3, 秦泉寺紋子 2, 宇治田仁美 3, 

中納麻衣 3, 栗田恵理佳 2, 藤本磨希 2, 西岡由紀子 2, 若杉優花 2, 宮脇卓也 1 

1) 岡山大学学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

2) 岡山大学病院 歯科麻酔科部門 

3) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

 

11. プロポフォールによる全静脈麻酔に対する抗てんかん薬の影響について 

中納麻衣 1, 樋口 仁 2, 丸濵美菜子 1, 三宅沙紀 3, 西岡由紀子 2, 宮脇卓也 3 

1) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

2) 岡山大学病院 歯科麻酔科部門 

3) 岡山大学学術研究院医歯薬学域 歯科麻酔・特別支援歯学分野 

 

14：55〜15：00 閉会の辞 


