
主催：コヴィディエンジャパン株式会社

10:00‐10:05 開会のご挨拶
平木 照之 先生 久留米大学医学部 麻酔学講座 主任教授

10:05‐10:45 手術室における COVID-19対策  ～手術室でのクラスターを経験して～
福井 遼 先生 産業医科大学 麻酔科学教室 助教

10:45‐10:55 休憩

10:55‐11:35 先天性心疾患患者における非心臓手術の麻酔管理
原 将人 先生 久留米大学医学部 麻酔学講座 講師

11:35‐12:20 お昼休憩

12:20‐13:00 ペインクリニック診療に必要な基礎知識
前田 愛子 先生 九州大学病院 麻酔科蘇生科 助教

13:00‐13:10 休憩

13:10‐14:10 症例検討 PBLD　
秋吉 浩三郎 先生 福岡大学医学部 麻酔科学教室 教授

14:10‐14:20 休憩

14:20‐15:00 麻酔科医に必要なペースメーカーの知識
溝部 圭輔 先生 小倉記念病院 麻酔科・集中治療部 部長

15:00‐15:10 閉会のご挨拶
山浦 健 先生 九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学 教授
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お申込み受付期間：
2021年 7月 26日（月）9：30～
8月 22日（日）

※お申込方法の詳細につきましては、
裏面をご覧ください。

2021年8月28日（土）
オンライン開催（ZOOM）

対 象：麻酔科医

定 員：150名

参加費：事前クレジット決済 2,000円
 ※通信環境及び、通信費につきましては

ご参加される皆様のご負担でお願い致します。

第６回
FUKUOKA
麻酔科学セミナー

監修：
山浦 健  先生
九州大学大学院医学研究院  麻酔・蘇生学 教授

平木 照之  先生
久留米大学医学部 麻酔学講座 主任教授



■お問合わせ先
PM ＆ RI
T E L：03-6776-0061（平日9：30‐17：30）E-mail：respseminar@medtronic.com

コヴィディエンジャパン株式会社

2021年8月28日（土） 10:00 - 15:10
オンライン開催（ZOOM）

■お申込み受付期間 2021年 7月 26日（月）9：30 ～ 8月 22日（日）

■キャンセル期限 2021年 8月 22日（日）

■お申込み方法
PCまたは
スマートフォン

事前クレジットカードオンライン決済（1回払い）のみとなります。

■事前クレジットカードオンライン決済（参加費 2,000円）
ーご利用可能なクレジットカード：VISA , MasterCard, JCB, Diners
ー クレジットカード決済でお申込みいただいた場合、キャンセル期限を過ぎてのキャンセルにつきまし
ては、いかなる理由であっても、お支払いいただきました参加費はご返金いたしかねますのでご注意
ください。

ー また当日セミナーを欠席された場合も、キャンセル期限を過ぎてキャンセルされた方に該当するもの
とします。

■セミナー受講申込みをいただいた後、確認が取れ次第、ご参加者の氏名及びご施設名を記載した「お申
込み受付完了メール」をご登録いただいたメールアドレス宛にお送りいたします。

■返信メールはアドレス：respseminar@medtronic.comよりお送りいたします。
■受信メールのドメイン指定をされている場合は、指定を解除するか、「medtronic.com」のドメイン指定の
追加をお願いいたします。

下記のセミナー専用お申込みサイトに取りまとめておりますので、ご確認の上お手続きください。
http://crcs.covidien.co.jp/→ご利用ガイド

■参加費の
お支払い

■お申込みの
流れとお願い

■キャンセル

下記のセミナー専用お申し込みWebサイトより、お申し込みをお願いします。
■セミナー専用お申込Webサイトより：http://crcs.covidien.co.jp/

http://crcs.covidien.co.jp/

第６回 FUKUOKA麻酔科学セミナー
監修：山浦 健 先生 九州大学大学院医学研究院 麻酔・蘇生学 教授

平木 照之 先生 久留米大学医学部 麻酔学講座 主任教授　　　


