
土曜勉強会

2007年

1月20日 「Pain in Depression，Depression in Pain」 (東京慈恵会医科大学　講師　北原　雅樹先生）

1月27日 「単心室患者の心臓麻酔管理」 (東京慈恵会医科大学　教授　上園　晶一先生）

2月10日 「呼吸関連領域」 （東邦大学　教授　落合　亮一先生）

2月17日 「末梢神経ブロック」 （関西労災病院　副部長　林　英明先生）

3月10日 「上気道管理に強くなる」 （帝京大学　准教授　倉田　二郎先生）

3月24日 「TIVAの実際」 （東京警察病院　長田　理先生）

4月7日 「初心者の為のTEE」 （東京女子医科大学　講師　清野　雄介先生）

4月21日 「周術期の体温管理：基礎と臨床」 （山梨大学　教授　松川　隆先生）

5月19日 「呼吸器外科手術の麻酔管理」 （大阪大学　講師　萩平　哲先生）

6月9日 「EBM」 （東京慈恵会医科大学　講師　内野　滋彦先生）

「TBA」 （帝京大学　准教授　澤　智博先生）

7月21日 「パルスオキシメトリの歴史」 （日本光電東京（株）　青柳　卓雄さん）

「Pco2」 （愛和クリニック　院長　香川　草平先生）

8月25日 「こだわりの局所麻酔」 （東京慈恵会医科大学　助教授　近江　禎子先生）

9月8日 「TIVAの理論と実際」 （北里大学　准教授　木山　秀哉先生）

10月20日 「医学統計のABC」 （東京慈恵会医科大学　助教　岸田　謙一先生）

11月10日 「小児硬膜外仙骨麻酔」 （東京慈恵会医科大学　教授　上園　晶一先生）

12月8日 「ヒューマンエラーを防ぐには」 （順天堂大学　准教授　西村先生）

12月22日 「発生学から見た小児の気道管理」 （東京慈恵会医科大学　教授　上園　晶一先生）

2008年

1月10日 「麻酔科領域における臨床研究」 （東京慈恵会医科大学　講師　谷口　由枝先生）

2月2日 「Airwayに関する基本的知識の確認：解剖整理」 （北里大学　准教授　木山　秀哉先生）

「トラキライト・ビデオ喉頭鏡・ブジーを用いた挿管」 （東京女子医科大学　車　武丸先生）

2月16日 「輸液と利尿剤」 （東京慈恵会医科大学　　腎内　丸山　之雄先生）

3月8日 「麻酔器について」 （順天堂大学　教授　釘宮　豊城先生）

「麻酔器始業点検説明会」 （GE横河メディカル）

5月17日 「麻酔薬の薬物動態学と薬理学」 （大阪大学　講師　萩平　哲先生）

5月31日 「新しいASA産科麻酔ガイドラインおよび癒着胎盤の取り扱いについて」 （埼玉医科大学　准教授　照井　克生先生）

6月21日 「知っておきたい脊髄領域の鎮痛ピットフォール」 （日本医科大学　准教授　益田　律子先生）

7月12日 「知っておきたい針の知識－リスクマネージメントの立場－」 （東海大学　教授　鈴木　利保先生）

9月27日 「PCAについて」 （自治医科大学　井上　荘一郎先生、スミスメディカル協賛）

10月25日 「カナダ・内科系ICUへの留学経験」 （順天堂大学呼吸器内科　塩田　智美先生）

11月29日 「抗凝固剤について」 （東京女子医科大学　村崎　かがり先生）

12月13日 「愛宕超音波ガイド下末梢神経ブロック」 （島根大学　佐倉　伸一先生、アストラゼネカ協賛）

2009年

1月17日 「知識を増やして手技の成功率を上げよう」 （三井記念病院　四維　東州先生）

1月31日 「麻酔関連偶発症例調査」 （帝京大学　澤　智博先生）

2月14日 「麻酔科医のための病院管理学」 （板橋中央総合病院　院長　新見　能成先生）

2月28日 「TCIの基礎」 （北里大学　准教授　木山　秀哉先生）

3月7日 「周術期輸液管理」

3月14日 「文献の読み方」

4月11日 「麻酔管理と循環管理」 （大阪大学　講師　萩平　哲先生）

4月18日 「自動麻酔記録が麻酔管理を変える！？」

6月27日 「小児PBLD」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科　教授　上園　晶一先生）

7月11日 「理詰めで攻める心臓麻酔-より良い臨床医を目指して」 （名古屋徳洲会総合病院　麻酔科部長　石黒　芳紀先生）

10月24日 「麻酔薬の心筋保護作用」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科　准教授　三尾　寧先生）

11月14日 「麻酔科をとりまく医療経済と医療政策」

11月28日 「航空管制官－その機能と航空安全への関わり－」

12月12日 「miniDAM セミナー in 慈恵」 （京都大学医学部附属病院　麻酔科　講師　倉田　二郎先生）

12月26日 「産科麻酔：知識の整理と症例検討」

2010年

1月9日 「Acute Kidney Injury(AKI)の新しい診断基準」

「ナトリウム利尿ペプチドの腎保護作用」

1月23日 「麻酔科医が知っておくべき現代人工呼吸の常識：基礎編」

2月13日 「チーム医療とヒューマンファクター：急性期医療における人間行動を科学する」 （帝京大学　澤　智博先生）

2月27日 「急性病態におけるPaO2の維持」

3月13日 「筋弛緩薬－基礎知識と最新情報－」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　助教　須永　宏先生）

4月3日 「Balanced concept of fluid resuscitation and hemodynamic optimization」

5月8日 「吸入麻酔薬の薬物動態」 （東京慈恵会医科大学　経営企画室　安田　信彦先生）

6月12日 「医療の基本、安全性について－麻酔事故・医療紛争、避けるコツ」 （癌研有明病院　麻酔部　部長　横田　美幸先生）

6月26日 「心臓麻酔とエコー活用法」 （東京女子医科大学東医療センター　麻酔科　小高　光晴先生）

7月10日 「Basic Science for Anaesthetists－麻酔のための数学・物理・化学－」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　木山　秀哉先生）

7月24日 「最近の輸液・循環管理のトレンド」 （東邦大学医療センター大橋病院　麻酔科　教授　小竹　良文先生）

8月14日 「M&Mカンファレンスのすすめ」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　准教授　讃井　將満先生）

（広島大学大学院医歯薬学総合研究科麻酔蘇生学　講師　讃岐　美智義先生）

（Ｍichard 博士、エドワーズライフサイエンス（株）協賛）

（（財）航空交通管制協会　総務部長　河野　武正さん、調査部長　柴田　謙二さん）

（埼玉医科大学総合医療センター・総合周産期母子医療センター　准教授　照井　克生先生）

（東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　講師　内野　滋彦先生）

（神戸大学医学部附属病院　集中治療部　副部長　植木　正明先生）

（東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　講師　内野　滋彦先生）

（横浜市立大学大学院　医学研究科　生体制御・麻酔科学　教授　後藤　隆久先生）

（自治医科大学附属さいたま医療センター麻酔科・集中治療部　講師　讃井　將満先生）

（東京大学大学院医学系研究科外科学専攻　生体管理医学講座　麻酔学　主任教授　山田　芳嗣先生）

(ルートヴィヒスハーフェン病院　教授　ヨアヒム  ボルト先生）エドワーズ・ライフサイエンス（株）協賛



9月25日 「何故、腎臓は障害をうけるのか－腎機能障害におけるhANPの役割－」

10月23日 臨床麻酔学会予演会「教育講演：心筋保護とミトコンドリア」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　三尾　寧先生）

11月13日 「論理的で効果的なプレゼンを行うためのヒント」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　上園　晶一先生）

11月27日 「専門医口頭試問の受け方」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　木山　秀哉先生）

12月11日
Use of volatile anesthetics within  cardiovascular ICU - An alternative approach for post-
operative sedation and clinical application of volatile induced post-conditioning
（心臓外科ICUにおける吸入麻酔薬：術後鎮静法としての新たな試みとpost-conditioning効果）

12月25日 「これからのモニター」 （東京女子医科大学医学部　麻酔科学講座　主任教授　尾崎　眞先生）

2011年

1月22日 「小児側弯症手術の周術期管理」 （自治医科大学　麻酔科　井上　荘一郎先生・平先生）

2月12日
「組織人の基本として身につけたい国際標準指導者技能
-ibstpi Instructor Competency-」

（筑波大学附属病院　麻酔科　松本　尚浩先生）

2月26日 「術中大量出血：実態と対応」 （順天堂大学医学部附属順天堂医院　麻酔科　教授　稲田　英一先生）

4月9日 「肺切除術に対する麻酔管理」 （東京医科歯科大学大学院心肺統御麻酔学　中沢　弘一先生）

5月14日 「留学体験記」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　助教　松田　祐典先生）

5月28日 「麻酔科医のプロフェッショナリズム」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　主任教授　上園　晶一先生）

6月11日 「ハイリスク患者のモニタリング」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　主任教授　上園　晶一先生）

6月25日 「最近の局所麻酔の流れ」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　近江　禎子先生）

7月9日 「近赤外線分光法による脳酸素モニター」 （昭和大学横浜市北部病院　麻酔科　専任講師　大江　克憲先生）

7月23日 「附属病院における経営改善の試み」 （東京慈恵会医科大学　泌尿器科 准教授・医療管理室　室長　浅野　晃司先生）

8月13日 「薬物依存に対する日本麻酔科学会の取り組み」 （浜松医科大学附属病院　手術部　病院教授　白石　義人先生）

9月24日 「超音波装置と神経刺装置をどのように使いこなすか？」 （日本大学医学部　麻酔科学系　麻酔科学　麻酔科分野　准教授　加藤　実先生）

10月22日 「生体モニターの携帯端末（スマートフォン）を用いた臨床応用～i-Strokeの臨床実績も含めて～」 （東京慈恵会医科大学　脳神経外科　助教　高尾　洋之先生）

11月12日 「断層法の設定と調節」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　助教　田川　学先生）

11月26日 「麻酔科レジデントとして術中の人工呼吸を整理する」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　准教授　讃井　將満先生）

12月10日 ナトリウム利尿ペプチドの基礎と臨床 (東京慈恵会医科大学　循環器内科　教授　吉村　道博先生)

12月24日 「臨床研究をしよう」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　准教授　内野　滋彦先生）

2012年

2月4日 「大動脈手術の麻酔」 （東京大学　医学部　麻酔科学教室　助教　金　信秀先生）

2月25日 「周術期における血液凝固管理－周術期血液凝固障害と最近の話題」 （慶應義塾大学　医学部　麻酔学教室　助教　香取　信之先生）

3月10日 「やってみよう！小児の静脈麻酔」 （千葉県こども病院　麻酔科　原　真理子先生）

4月14日 「輸血の基本的知識　－麻酔に少しでも役立つことを願って－」 （輸血部　田崎　哲典先生）

4月21日 「基礎から学ぶ気管挿管」「挿管困難デバイスに関してのハンズオン」 （浜松医科大学臨床医学教育学講座　特任准教授　五十嵐　寛先生・ﾊﾝｽﾞｵﾝ）

5月12日 「麻酔を楽しんで、四人の子育てを楽しんで、四十五年」 （立川相互病院　ペインクリニック　非常勤・東京麻酔部ループ　伊地知　紀子先生）

6月23日 「末梢神経ブロックワークショップ」

7月14日 脊麻硬膜外のワークショップ「局所麻酔薬の神経毒性」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　近江　禎子先生）

7月28日 「麻酔を高める一手段－エスラックスとブリディオンの特徴を熟知しよう！」 （日本大学医学部附属板橋病院　麻酔科科長　鈴木　孝浩先生）

8月11日 「残暑厳しき折、ますます暑くなる数式」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　木山　秀哉先生）

9月29日 「麻酔科レジデント誰もが知っておくべき循環管理の基礎知識」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　准教授　讃井　將満先生）

10月27日 「肺血管抵抗を考える」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　上園　晶一先生）

11月10日 「麻酔コアカリキュラム」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　松本　尚浩先生・上園　晶一先生）

11月17日 「End-tidal Control」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　木山　秀哉先生）

12月22日 「君も麻酔科医にならないか」 （九州大学　麻酔・蘇生学教室　教授　外　須美夫先生）

2013年

1月12日 「周術期輸液の新戦略」 （札幌医科大学　麻酔科学講座　教授　山蔭道明先生）

2月9日 「吸入麻酔薬についてのトピックス」

2月23日 「新しい心臓の切り方　～Cardiac Axis－Oriented Scan のすすめ～」 （東京女子医科大学　麻酔科学教室　平崎　裕二先生）

3月9日 「マナーコミュニケーション」 （ビジネスマナー研究所　藤村　純子先生）

4月20日 「硬膜外アプローチ：麻酔科医と患者予後」 （慶應義塾大学医学部麻酔学教室　教授　森崎　浩先生）

4月27日 愛宕麻酔研究会2013（第1回） （東京女子医科大学　麻酔科学教室　清野　雄介先生,主催：エドワーズライフサイエンス（株））

6月8日 「Critical Appraisal とは何か？理論と実践」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科・集中治療部　准教授　内野　滋彦先生）

6月22日 「いまさらですが、酸素マスクの話」 （杏林大学医学部　麻酔科学教室　主任教授　萬　知子先生）

7月6日 愛宕麻酔研究会2013（第2回）「末梢神経ブロックセミナー」 （大阪府立呼吸器アレルギー医療センター　酒井　規広先生,主催：ビーブラウン）

7月20日 「なぜ心臓麻酔を学ぶ必要があるのか」 （名古屋徳洲会病院　麻酔科　部長　石黒　芳紀先生）

8月24日 「てんかんと麻酔」 （埼玉医科大学　麻酔科　教授　中山　英人先生）

9月28日 「医療者における薬物乱用と依存」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　三尾　寧先生・松本　尚浩先生）

10月26日 愛宕麻酔研究会2013（第3回）「デスフルラン時代の周術期管理」 （岡山大学医学部　麻酔・蘇生学教室　教授　森松　博史先生協賛：ﾊﾞｸｽﾀｰ（株））

11月9日
愛宕麻酔研究会2013（第4回）
「呼吸器外科の麻酔アップデート　～明日から役立つコツとポイントを交えて～」

（札幌南三条病院　麻酔科　部長　中山　禎人先生,主催：大研医器（株））

11月30日 「理系」でなくてもここまで分かる！静脈麻酔薬のPKPD （福島県立医科大学医学部　麻酔科学講座　講師　小原　伸樹先生）

12月21日
愛宕麻酔研究会2013（第5回）
「最近の麻酔法の進歩と筋弛緩回復剤の役割」

1月18日
愛宕麻酔研究会2013（第6回）
「腎生理機能と造影剤腎症－発症メカニズムと対策－」

2月15日 雪の影響により中止 （名古屋大学医学部附属病院　麻酔科　講師　柴田 康之先生,協賛：丸石製薬（株））

3月8日 愛宕麻酔研究会2013（第7回）「“Vi-Pros”を用いた麻酔の可視化」 （岐阜大学医学部附属病院 手術部　長瀬 清先生）

2014年

4月19日 愛宕麻酔研究会2014（第1回）「体幹部神経ブロック」 （名古屋大学医学部附属病院　麻酔科　講師　柴田 康之先生,協賛：丸石製薬（株））

4月26日 愛宕麻酔研究会2014（第2回）「侵襲時のHES その光と影」 （兵庫医科大学 麻酔科学講座 教授 多田羅 恒雄 先生,共催：（株）大塚製薬工場）

5月10日 勉強会「心臓麻酔とその延長線」 （金沢大学附属病院　麻酔科　臨床教授　坪川　恒久先生）

(京都大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科 特任講師先端医療センター腎臓・血液浄化
領域　グループディレクター笠原　正登先生）主催：第一三共（株）

（横浜市立大学大学院　医学研究科　生体制御・麻酔科学　教授　後藤　隆久先生）

（鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　麻酔・蘇生学　教授　上村 裕一先生
主催：MSD（株））

（Dr. Marcin Wasowicz）

（京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　ＥＢＭ推進部
特定准教授 笠原 正登先生,主催：第一三共（株））

（湘南鎌倉総合病院　麻酔科主任部長　野村　岳志先生）ビー・ブラウンエースクラップ（株）協賛



5月24日 愛宕麻酔研究会2014（第3回）「術後認知機能障害」 （帝京大学医学部　麻酔科　主任教授　澤村　成史先生）

6月14日 愛宕麻酔研究会2014（第4回）「私が歩んだ集中治療」 （岡山大学　救急医学講座　教授　氏家　良人先生,共催：ｴﾄﾞﾜｰｽﾞ・ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ（株））

6月21日 「輸血の基本知識と実施上の留意点」

7月12日 愛宕麻酔研究会（第5回）「周術期における鎮痛・鎮静について」 （金沢大学附属病院　集中治療部　部長　谷口　巧先生,共催：（株）ﾎｽﾋﾟｰﾗｼﾞｬﾊﾟﾝ）

7月26日 愛宕麻酔研究会2014（第6回目）「脳を標的とした麻酔管理と集中治療」 （埼玉医科大学　麻酔科　教授　中山　英人先生）

8月9日 愛宕麻酔研究会2014（第7回目）「3D画像を用いた上下肢神経ブロック」 （姫路赤十字病院　麻酔科　ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ部長　石川　慎一先生,共催：ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ）

10月25日 愛宕麻酔研究会2014（第8回）「低流量時代の麻酔器」 （宇部興産中央病院　麻酔科　森本康裕先生,共催：ﾄﾞﾚｰｹﾞﾙﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ）

11月8日
愛宕麻酔研究会2014（第9回）
「Aging Brain -認知機能に及ぼす影響とBIS モニタの可能性-」

（東京歯科大学市川総合病院　麻酔科　教授　小板橋　俊哉先生,共催：ﾊﾞｸｽﾀｰ（株））

11月29日 勉強会「GDTを理解する」 （近藤一郎先生・齋藤敬太先生・上園晶一先生）

1月24日 「白熱講義M&M」 （帝京大学医学部　麻酔科学講座　医学教育ｾﾝﾀｰ　准教授　高田　真二先生）

2月14日
愛宕麻酔研究会2014（第10回）「術前経口補水療法で応えよう－他職種が、
麻酔科医に託す3つの「敵」の克服と、3つの「M」への期待に応えるために－」

2月21日 愛宕麻酔研究会2014（第11回）｢脳波からみたデスフルラン投与濃度」 （関西ろうさい病院　麻酔科　部長　上山　博史先生,共催：バクスター（株））

2月28日 愛宕麻酔研究会2014（第12回）「末梢神経ブロック～最近の動向～ 」

3月14日
愛宕麻酔研究会（第13回）
「hANPの作用メカニズムを理論的に考える－臓器保護効果のメカニズムを知る－」

3月28日
特別講演会
「航空業界の自動化問題への取り組み－これからの教育・訓練はどうあるべきか－」

（日本航空 運航訓練審査企画部 企画室 塚本　裕司機長）

2015年

4月11日 「Airway is our Business」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　木山　秀哉先生）

4月25日 「QM sheet reporting」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　三尾　寧先生）

5月23日 「脊麻の合併症」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　近江　禎子先生）

6月13日 「麻酔の気道管理：症例をもとにしたエビデンスと経験の共有」 （東京大学医学部　麻酔学教室　講師　内田　寛治先生）

6月20日 「麻酔科新専門医制度と医療現場のマネジメント」 （昭和大学医学部　麻酔科学講座　教授　大嶽　浩司先生）

7月25日 「レミフェンタニルを用いた麻酔管理-安全な麻酔導入から患者に優しい術中管理-」 （東京歯科大学市川総合病院　麻酔科　教授　金田　徹先生）

8月8日 「神経集中治療における脳保護戦略」 （東京医科大学　麻酔科学分野　主任教授　内野　博之先生）

9月19日 愛宕麻酔研究会2015（第1回）「ABCD sonography 麻酔科超音波戦略における第3の波」 （旭川医科大学　麻酔科蘇生科　准教授　鈴木　昭広先生,共催：丸石製薬（株））

11月7日 愛宕麻酔研究会2015（第2回）「ＣＶカテーテル挿入のハンズオン」 （杏林大学　麻酔科学教室　准教授　徳嶺　譲芳先生,共催：日本コヴィディエン）

11月28日 「麻酔科学と医療情報学の接点－臨床データベース、データサイエンス、AIについて－」 （帝京大学医学部　麻酔科学講座　教授　澤　智博先生）

12月26日 愛宕麻酔研究会2015（第3回）「デスフルラン麻酔に関する考察」 （横浜市立大学医学部　麻酔科学教室　教授　後藤　隆久先生,共催：バクスター（株））

2016年

1月23日 「臨床研究のノウハウ！　研究デザインと統計手法」 （獨協医科大学越谷病院　麻酔科　教授　浅井　隆先生）

2月13日 「区域麻酔パート3～末梢神経ブロックWS～」

2月27日 「GDTの実践について」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　助教　山川　健太郎先生・髙野　光司先生）

3月12日 「研究・論文完成の秘結」 （東京女子医科大学　麻酔学教室　准教授　樋口　秀行先生）

4月9日 「Welcome to Jikei Anaesthesia」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　木山　秀哉先生）

4月23日 愛宕麻酔研究会2016（第1回）「麻酔科医がかかわる周術期の代謝・栄養管理」 （名古屋市立大学　麻酔科　祖父江　和哉先生,共催：（株）大塚製薬工場）

5月21日 硬膜外麻酔ワークショップ 「脊麻・硬膜外麻酔の基本」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　教授　近江　禎子先生）

6月11日 「ARDSに対する肺保護戦略」 （宇都宮記念病院　麻酔科　中澤　弘一先生）

6月25日 「筋弛緩薬」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　講師　須永　宏先生）

7月23日 「モニタの原理を見直す」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　主任教授　上園　晶一先生）

8月27日 「周術期の出血と, その制御 －バック・トゥ・ザ・フューチャー－」 （京都府立医科大学　麻酔科学教室 助教　小川　覚先生）

9月10日
愛宕麻酔研究会2016（第2回）
「心臓麻酔 最近の話題 -3DTEEやデスフルランの活用法も含めて-」

（旭川医科大学 麻酔・蘇生学講座 教授 国沢 卓之先生,共催：バクスター（株））

11月12日 愛宕麻酔研究会2016（第3回）「手術安全に果たす 麻酔科医の役割」

11月19日 「末梢神経ブロックワークショップ」

12月17日 「女性の視点から work-life balanceについて」 （東京女子医科大学　麻酔学教室　助教　虻川　有香子先生）

2017年

1月14日 「英語の論文を書こう」 （上園　晶一先生/木山　秀哉先生/ﾊｼﾁｳｫｳﾞｨｯﾁ・ﾄﾏｼｭ先生）

1月28日 「我々は慢性痛にどう対処するのか」 （東京慈恵会医科大学　麻酔科学講座　准教授　北原　雅樹先生）

2月25日
「麻酔科医が知っておかなければならないオピオイド鎮痛薬の不適切使用
：ケミカルコーピングから乱用・依存まで」

（獨協医科大学 麻酔科 教授 山口 重樹 先生）

3月4日 愛宕麻酔研究会2016（第4回）「CVCエコーガイド下穿刺Hands-onセミナー」 （杏林大学医学部 麻酔科学教室 准教授 徳嶺　譲芳先生,共催：日本コヴィディエン（株））

（名古屋大学大学院 医学系研究科総合医学専攻 生体管理医学 麻酔・蘇生医学
教授 西脇 公俊先生,共催：丸石製薬（株））

（東京慈恵会医科大学附属病院　輸血部　田崎　哲典先生）

（神奈川県立保健福祉大学　保健福祉学部　栄養学科　教授　谷口　英喜先生,
共催：（株）大塚製薬工場）

（京都大学医学部附属病院　臨床研究総合センター　ＥＢＭ推進部
特定准教授　笠原 正登 先生,共催：第一三共（株））

（愛知医科大学医学部　麻酔科学講座　教授　藤原　祥裕先生,共催：丸石製薬（株））


