
聖路加国際大学・聖路加国際病院麻酔科



聖路加国際病院麻酔科の臨床



「麻酔のプロになるため
の三本柱は、

症例、教育、研究です。
聖路加国際病院で、
是非その全部を

体験してください。」



教育＝プロの麻酔科医を作る



豊富な症例数
• 大学病院に匹敵する症例数(麻酔科管理症例約7000件/年)
• ３次救急対応の救命救急センター

• 先進的医療（TAVI, DaVinci手術（泌尿器、心臓、消化器、婦人科）など）

• 心臓大血管の麻酔、（開心術 約150件、

• 産科麻酔（総分娩件数 約1500件、帝王切開約400件、無痛分娩約600
件/年

• 小児麻酔：国立成育医療研究センター（半年）

• 胸部外科麻酔

• 脳神経外科麻酔（開頭術 約300件/年）

• 術後疼痛管理（Acute Pain Service）
• 合併症症例（妊娠合併非産科手術、先天性心疾患合併患者の非心臓手

術など）、神経ブロック症例（J-Race合格者在籍）など

• 幅広い症例が経験できます！



取得できる資格

• 厚生労働省認定 麻酔科標榜医
• 日本麻酔科学会 認定医
• 日本麻酔科学会 専門医
• 日本周術期経食道心エコー認定試験（JB−POT）
• 日本心臓血管麻酔学会 専門医
• 日本集中治療学会 専門医
• 厚生労働省健康局長認定 医師緩和ケア研修会修了
• 厚生労働省認定 臨床研修指導医
• BLS（Basic Life Support）
• ACLS（Advanced Cardiovascular Life Support）：病院が出資



クリニカルローテーション

• 小児麻酔（成育医療研究センター：6ヶ月）
• 産科麻酔（希望者のみ：順天堂大学：3ヶ月）
• 心臓麻酔（希望者のみ：ニューハート渡辺病院）
• ペインクリニック（希望者のみ：順天堂大学：3ヶ月）

• 地域医療（希望者のみ：中頭病院（沖縄市））
• 疫学統計センター（聖路加国際大学：2ヶ月）
• 集中治療室（聖路加国際病院：3ヶ月から1年）
• 基礎研究（希望者のみ：研究日）
• シュミレーション（今後）



勤務体制

• 専門医と専攻医の２人-3人体制による当直

• 夜間の緊急時は直接指導医の指導を受けな
がら症例経験を積むことができます

• 当直は、月に４—６回程度

• 当直あけは帰宅できるため体力を温存できる
ので、十分な勉強時間が確保できます

• プライベートも充実



医局員

• 医局員数 25人 指導医5名、専門医5名 本年
受験予定5名

• 周麻酔期看護師 6人
出身大学

東京女子医科大学、旭川医科大学、日本大学、東
海大学、順天堂大学、聖マリアンナ医科大学、福
島県立医科大学、信州大学、筑波大学、埼玉医科
大、慶応大学、琉球大学、名古屋市立大学、京都
府立医科大学、岐阜大学、東京医科歯科大学、奈
良県立医科大学、杏林大学、大阪大学、東京医科
大学など。



専攻医数

• 2019年開始 2名
• 2018年開始 2名
• 2017年開始 3名（2名途中編入）

• 2016年開始 2名



教育体制



講義

• 月曜日：症例検討会

• 火曜日：臨床講義

• 水曜日：心臓麻酔レクチャーシリーズ

• 木曜日：臨床講義

• 金曜日：産科麻酔カンファレンス
• 月2回程度：麻酔科グランドラウンド

• 学会指導：日本麻酔科学会、日本臨床麻酔学会、
American Society of Anesthesiologists Annual 
Meeting（海外）、その他多数



2018年度麻酔科グランドラウンド
2018年 Speker Affiliation Title

4.13 小林槇雄 名誉教授
東京女子医科大学第一
病理学教室

オスラーに学ぶ

5.16 Dan Saddawi-Konefka 先生
MGH麻酔科 レジデン
シープログラムディレク
ター

研修医のやる気を引き出す!

5.25 Jason Qu 先生 MGH麻酔科 心臓麻酔 大動脈弓手術の脳保護戦略

6.4 Pritesh Topiwala先生/Susan Lim先生 インターベンショナルペインとは?

6.8 Sergio Bergese 先生
オハイオ州立大学麻酔
科

踏まえた周術期管理

6.15 Daniel Sessler 先生
クリーブランドクリニック
麻酔科

周術期の心筋障害

7.30 小原伸樹 先生
福島県立医科大学麻
酔・疼痛緩和科

静脈麻酔薬の薬物動態・薬力学を理解するため
の基本

8.6 祖父江和哉 先生
名古屋市立大学 医学
研究科麻酔科学・集中
治療医学分野 教授

麻酔科医も知っておきたい認知症 高次脳機能
に注目した周術期管理とは

8.7 鈴木利保 先生

東海大学医学部付属病
院副院長 東海大学医
学部医学科外科学系麻
酔科 教授

中心静脈カテーテル挿入の安全対策～穿刺器
材の理解～

8.20 磯野史朗 先生
千葉大学医学部大学院
医学研究院麻酔科学
教授

覚醒・抜管を安全にするためには？
（当院麻酔科ウェブサイト参照）



2018年度麻酔科グランドラウンド（続）
2018年度 Speaker Affiliation Title

10.26 Jinping Wang 先生 MGH麻酔科一般外科麻酔 「オピオイド危機」時代の周術期鎮痛管理

10.29 Kurt Reutzler 先生 クリーブランドクリニック麻酔科 心臓外科領域における体温管理

11.5 萬知子 先生 杏林大学麻酔科学教室 主任教授
中心静脈カテーテル管理：誰も教えてくれな
いピットフォール

11.21 吉谷健司 先生
国立循環器病研究センター病院
麻酔科医長

私の考える麻酔科医のあり方

12.4 結城公一 先生 ボストン小児病院 麻酔と悪性腫瘍の予後

12.11 富樫敬 先生 ワシントン大学 心臓麻酔チーム 米国でのTEE教育と実践について

.1.18 国沢卓之 先生
旭川医科大学医学部麻酔・蘇生学
講座 教授

心臓麻酔とTEE -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-

1.30 鈴木康之 先生
国立成育医療研究センター手術・
集中治療部 総括部長

小児麻酔のピットフォール～筋地緩薬と血液
ガス～

2.14 John Leo Anderson-Dam先生USC南カリフォルニア大学 手術室で診療する集中治療医として

2.15 Jennifer Lau先生 CHLA ロサンゼルス小児病院 発達期の脳に対する麻酔の影響

3.1 金城さくら 先生 UCSF麻酔科ペインクリニック教授 睡眠時無呼吸と術後の認知機能

3.28
安田篤史先生/George Zhou
先生

帝京大学医学部附属病院麻酔集
中治療科

人工心肺について/ICU緊急：心タンポナー
デ

3.29 田中基 先生
名古屋市立大学麻酔科 無痛分娩
センター長

日本における硬膜外分娩のこれから～硬膜
外分娩を安全に行うための取り組み～（当院麻酔科ウェブサイト参照）



臨床研究
（このほかにも多数研究班があります）



（研究）MGHとの臨床研究１

• マサチューセッツジェネラ
ルホスピタルとの臨床共
同研究

• Warren M Zapol, MD
• Lorenzo Berra, MD PhD
• Fumito Ichinose, MD PhD
• 心臓麻酔症例・長時間の
人工心肺による溶血につ
いての臨床研究



（研究）MGHとの臨床研究２

Eikermannラボ：Elevated upper 
body position improves 
pregnancy related obstructive 
sleep apnea without impairing 
sleep quality or sleep 
architecture early 
after delivery. 

Zaremba, Nagasaka, Eikermann et al. 2015

• 産後の最初の夜の眠り
方：上気道閉塞の観点か
ら

• ３０名の褥婦（交叉試験）
• 仰臥位vs．４５度上半身
挙上体位で睡眠

• AHI（低酸素の回数/h）、
脳波、気道体積を測定・
比較

• ２０％が閉塞性睡眠時無
呼吸、オピオイドの使用
量と相関性あり

• ４５度上半身挙上体位が
断然上気道閉塞が少な
かった！



学会発表

• 日本麻酔科学会 2018年4演題, 2019年3演題

• アメリカ麻酔学会 2018年度 5演題



将来、希望者への留学支援



米国・Newton-Wellesley Hospital インターンシップ



ご連絡をお待ちしています

human_saiyo@luke.ac.jp
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