
第12回 神経ブロック手技研究会

会期 ： ２０１５年１１月１３日(金)・１４日(土)
会場 ： NTT東日本関東病院 4F コンファレンス、B1F
構成 ： 11月13日(金)・・・施設見学会・学術講演会

： 11月14日(土)・・・ハンズオンセミナー

事務局 東京医科大学 麻酔科学分野
新宿区西新宿6-7-1 TEL:03-3342-6111(内線5811)

第12回会長：安部洋一郎 事務局長：上島賢哉
主催 神経ブロック手技研究会 共催 NPO法人ペインクリニック普及協会 大正富山医薬品株式会社

【プログラム】

製品紹介18:50～19:00 大正富山医薬品株式会社

●講演1 19:00～19:20 座長： NTT東日本関東病院 ペインクリニック科 中川 雅之 先生

『頸部、胸部、腰部硬膜外洗浄の際のカテーテル挿入のポイント』
NTT東日本関東病院 ペインクリニック科部長 安部 洋一郎 先生

●講演2 19:20～20:00 座長：NTT東日本関東病院ペインクリニック科医長 上島 賢哉 先生

『超音波ガイド下体幹部ブロックのup to date』
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生科学 村田 寛明 先生

共催：神経ブロック手技研究会、大正富山医薬品株式会社
後援：NPO法人ペインクリニック普及協会

ホームページ：http://prpain.org/

1, 施設見学会
日時 ： 11月13日(金) 午前・午後、もしくは1日通し
会場 ： 関東地区の主な神経ブロック実施施設

2, 学術講演会
日時 ： 11月13日(金) 18:50～20:00
会場 ： NTT東日本関東病院4F コンファレンスルーム

東京都品川区東五反田5-9-22 TEL：03-3348-6111（代表） 内線6513

1, 3 は事前参加登録が必要です
募集期間： 9月20日(月)～10月26日(月) 定員にて〆切

※開催詳細・参加申込み方法についてはNPO法人ペインクリニック普及協会ホームページをご覧ください

3, ハンズオンセミナー （透視下、超音波ガイド下）
日時 ： 11月14日(土) 9：30～12：30 （予定）
会場 ： NTT東日本関東病院B1F

東京都品川区東五反5-9-22 TEL;03-3448-6111（代表）、6031（外来）



1．神経ブロック施設見学会・・・無料です！事前参加登録必要

日 時 ： 11月 13 日(金) 午前・午後、もしくは1日通し
会 場 ： 関東地区の提携病院・診療所
＊9月20日現在です．施設は増える可能性があります．

施設
受け入れ人数・時間等

備考
午前 午後 1日

塩谷ペインクリニック 2 2

順天堂大学医学部附属順天堂医院 2 2 又は通し2名

順天堂大学医学附属練馬病院 ― 2 午後のみ

NTT 東日本関東病院 通しで5名
9:00
～17:00

東京医科大学病院 2 2 又は通し2名 同上

［募集の詳細なご案内］

今年も好評につき，施設見学会と学術講演会，ハンズオンを行います！
今年はNTT東日本関東病院が主幹です。一部事前の登録が必要ですので
ご注意ください

会 期 ２０１５年 １１月 １３日(金)・１４日(土)
11月13日（金）・・・施設見学会、学術講演会
11月14日（土）・・・ハンズオンセミナー

会 場 関東の教育施設・NTT東日本関東病院

募集期間：9月20日(月)～10月２6日(月) 定員にて〆切

＊施設見学・ハンズオンは，事前登録が必要です
＊申込先はそれぞれ異なりますのでご注意下さい
＊詳細につきましては、お申し込みの際にお問い合わせください

第12回 神経ブロック手技研究会

＊申込先： E-mail: sisetukenngaku@gmail.com
＊募集期間：9月20日(月)～10月２6日(月) 定員にて〆切

開催詳細は、NPO法人ペインクリニック普及協会ホームページをご覧くださいhttp://prpain.org/



【プログラム】

講演1 19:00～19:20

座長： NTT東日本関東病院 ペインクリニック科 中川 雅之 先生

『頸部、胸部、腰部硬膜外洗浄の際の
カテーテル挿入のポイント』

演者 NTT東日本関東病院 ペインクリニック科 部長
安部 洋一郎 先生

講演2 19:20～20:00

座長：NTT東日本関東病院 ペインクリニック科 医長 上島 賢哉 先生

『超音波ガイド下体幹部ブロックのup to date』

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生科学
村田 寛明 先生

村田先生は、翌日のハンズオンセミナーの講師としても参加いただきます

＊講演会終了後に情報交換会を予定しております

主催／神経ブロック手技研究会
共催 / NPO法人ペインクリニック普及協会・大正富山医薬品株式会社

第12回 神経ブロック手技研究会

2．学術講演会・・・事前参加登録は不要です！

日 時 ： 11月 13日(金) 18:50～20:00
会 場 ： NTT東日本関東病院4F コンファレンスルーム

東京都品川区東五反田5-9-22 TEL:03-3348-6111（代表） 内線6513
※巻末のアクセスマップもご参照ください

開催詳細については、NPO法人ペインクリニック普及協会ホームページをご覧ください

http://prpain.org/



お問い合わせはなるべく以下の申し込みメールでお願いいたします。

内 容 ：
毎年大好評の超音波ガイド下、X線透視下神経ブロックのハンズオンセミナー
です．＜毎年込み合いますので早めにどうぞ！！＞
今年は長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 麻酔・蘇生科学 村田 寛明
先生が、講師として参加されます。

人 数 ： 40余名
参加費： 5,000円

ハンズオンセミナー お問い合わせ/参加申込み先

申込先は施設見学と異なりますのでご注意下さい

E-mail: syugikennkyuukai@gmail.com

第12回 神経ブロック手技研究会

3．ハンズオンセミナー
（透視下、超音波ガイド下）・・・事前参加登録必要

日 時 ： 11月 15日(土) 9:30～12:30 （予定）
会 場 ： NTT東日本関東病院B1F ペインクリニック外来

東京都品川区東五反田5-9-22 TEL:03-3348-6111（代表） 6513（外来）
※巻末のアクセスマップもご参照ください

募集期間：9月20日(月)～10月２6日(月) 定員にて〆切

開催詳細については、NPO法人ペインクリニック普及協会ホームページをご覧ください

http://prpain.org/



事務局 東京医科大学病院
東京都新宿区西新宿6-7-1 TEL;03-3342-6111（代表）

第12回 神経ブロック手技研究会

会場のご案内

会場 ： NTT東日本関東病院
4F コンファレンスルーム（学術講演会）、B1F （ハンズオン）
東京都品川区東五反田5-9-22 TEL:03-3348-61111（代表）、6513

＊お問い合わせ/参加申込み先
1.施設見学会 sisetukenngaku@gmail.com

3.ハンズオンセミナー syugikennkyuukai@gmail.com

会場：NTT東日本関東病院 ペインクリニック科

開催詳細は、NPO法人ペインクリニック普及協会ホームページをご覧ください
http://prpain.org/


