
 

 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会における 

単位認定に関するお知らせ 

 

日本区域麻酔学会認定医制度の正式認定審査が 2019 年より開始されました。以下の業績

実績単位の認定を本学術集会でも行います 

１）日本区域麻酔学会学術集会参加単位 10 単位 

２）日本区域麻酔学会学術集会発表単位 5-15 単位 

３）日本区域麻酔学会認定講習受講単位  5 単位 

４）日本区域麻酔学会認定ハンズオンワークショップ参加単位 

（詳細につきましては日本区域麻酔学会 HP の「日本区域麻酔学会認定制度規則」並びに

「日本区域麻酔学会認定ワークショプの認定要件について」をご確認ください。） 

 

本学術集会での単位認定については以下の通りとさせていただきます。 

 

日本区域麻酔認定制度に定められた 10 単位の認定には、認定講義「１時間」＋ハンズ

オンワークショップ実技「２時間」が必要ですのでご注意ください。ハンズオンセミナ

ーに関する取得単位がわかりづらいので、本学術集会では表現を変更しています。しか

し、認定単位の取得そのものの変更はありません。 

 

 

現地参加の方は「現地参加の方」の項目 

WEB 参加の方は「WEB 参加の方」の項目 

を参照ください。 



 

 

現地参加の方 （WEB 参加の方は別にございます） 

参加単位の認定に関して 

・参加確認方法 

会場に設置してある参加登録用端末にてネームカードをスキャンしてください。ネー

ムカードの印刷はご自宅でプリントアウトの上、持参いただきますようお願いいたし

ます。 

・参加証取得方法 

現地参加された方は「マイページ」より参加証がダウンロード・印刷いただけます。参

加証は 2022 年 4 月 22 日から 5 月 14 日までダウンロード可能です。 

 

発表単位の認定に関して （5-15 単位/発表） 

・発表単位の認定 

一般演題、シンポジウム、教育講演などの全ての演題において発表単位の認定を行い

ます。単位認定は抄録集への抄録掲載および発表をもって、発表単位を付与いたします。 

ただし、所属機関・自治体の規定により来場許可がおりない場合などやむを得ない事

情があれば、運営事務局にご連絡の上で、アップロード用の WEB ポスターデータを送

信ください。この場合、「抄録掲載」に加え「ポスター掲示」および「参加者からの質

問への返信」をもって発表に代えさせていただきます。 

筆頭者は 15 単位、共同演者ならびに座長には 5 単位を付与します。 

ただし、新型コロナウイルス感染状況の悪化等により開催方法等に変更があった場

合には一般演題に関して発表方法を変更することがございます。変更時には発表者等

へ速やかに連絡いたします。 

 

日本区域麻酔学会認定講習受講単位に関して  （5 単位/講習） 

詳細に関しては別項「日本区域麻酔学会認定講習 開催要項」をご確認ください。 

・受講の確認方法 

事前申し込みは行いません。現地会場へ直接来場いただき、ネームカードに印刷されて

いる QR コードを入室時と退室時に読み取ることにより、受講を確認いたします。 

・認定証の取得方法 

1 講習あたり 5 単位を付与いたします。現地参加された方は「マイページ」より認定

証がダウンロード・印刷いただけます。受講認定証は 2022 年 4 月 22 日から 5 月 14 日

までダウンロード可能です。 

 

 

 



 

 

日本区域麻酔学会認定ハンズオンワークショップ参加単位に関して 

詳細に関しては別項「ハンズオンワークショップ開催要項」をご確認ください。 

日本区域麻酔認定制度に定められた 10 単位の認定には、認定講義「１時間」＋ハンズ

オンワークショップ実技「２時間」が必要ですのでご注意ください。ハンズオンセミナ

ーに関する取得単位がわかりづらいので、表現を変更しています。しかし、認定単位の

取得そのものの変更はありません。 

 

・受講の申し込みと確認方法 

＜認定講習受講＞ 

事前登録が必要です。ネームカードに印刷されている QR コードを入室時と退室時

に読み取ることにより、受講を確認いたします。途中退席は単位付与できません。 

＜ハンズオンセミナー実技受講＞ 

事前登録が必要です。ネームカードに印刷されている QR コードを入室時と退室時

に読み取ることにより、受講を確認いたします。 

  



 

 

日本区域麻酔学会認定講習 現地開催要項 

認定講習と受講方法 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会で開催される「認定講習」は計 ３ 講演です。認

定講習の受講にあたり事前登録は必要ありません。 

※学術集会の参加登録は必要です。 

 

受講の確認方法 

事前参加登録は不要です。 

ネームカードに表示される QR コードを会場入り口で入室時と退室時に読み取る

ことにより、受講を確認・記録いたします。講演開始時間 15 分前から各会場入り口で

の入室認証を行います。退室認証については、講演終了後に行います。 

尚、人数制限により会場で受講出来ない場合があり、その場合には WEB 受講をお願

いいたします。 

 

受講単位 

受講者および講師には 1 講習あたり 5 単位が付与されます。 

 

認定証の取得方法 

現地参加の方は「マイページ」より認定証がダウンロード・印刷いただけます。認定証

は 2022 年 4 月 22 日から 5 月 14 日までダウンロード可能です。 

（受講認定に関する異議申し立ては 2022 年 6 月末日を期限として承ります。） 

 

対象プログラム：以下の３講演が対象となります 

＜認定講習１＞ 4 月 15 日（金） 10:15-11:15 

『COVID-19 パンデミックと区域麻酔』 

堀田 訓久（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座） 

 

＜認定講習２＞ 4 月 16 日（土） 9:00-10:00 

『局所麻酔薬－最近の話題を中心に』 

小田 裕（大阪市立十三市民病院 麻酔科） 

 

＜認定講習３＞ 4 月 16 日（土） 15:45-16:45 

『神経ブロックと神経障害（仮）』 

柴田 康之（名古屋大学医学部附属病院 麻酔科） 

  



 

 

日本区域麻酔学会認定ハンズオンワークショップ 現地開催要項 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では開催される以下のセッションを実施します。 

認定講義１つ 及び ハンズオンセミナー実技 4 つ 

受講登録 

事前登録の参加者のみ受講できます。事前に受講申し込みを行なってください。 

4 月 16 日（木）正午まで受け付けいたしますが、定員に達した場合、早期に締め切る

こともございます。 

受講認定方法 

ネームカードに表示される QR コードを会場入り口で入室時と退室時に読み取るこ

とにより、受講を確認・記録いたします。 

定員と参加費 

＜認定講義＞ 

・ハンズオンセミナー認定講義 （定員 75 名） 2000 円 

＜ハンズオンワークショップ実技＞ 

・初級・上級者コース （各セッション定員 20 名） 2,000 円/セッション 

・インストラクターコース （定員 20 名） 6,000 円 

・ランドマーク法超音波ガイドコラボコース （定員 20 名） 6,000 円 

プログラムと単位 

＜認定講義＞ 4 月 15 日（金）9:00-10:30 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、本認定講義受講により「講義１時間受講」

を認定します。（講義時間は 90 分です。全て聴講ください。途中退席は受講認定を

付与できません。） 

『ランドマーク法から見る超音波ガイド法』 

佐倉伸一（島根大学）・佐藤裕（順天堂遊佐病院）・中本達夫（関西医科大学） 

 

＜ハンズオンワークショップ１＞4 月 15 日（金）午前 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、ハンズオンワークショップ１受講により

「講義１時間＋実技２時間の受講」を認定します。 

テーマ：インストラクター養成コース 

対象：超音波解剖に重点を置き、将来インストラクターを目指す人、自施設で神

経ブロック教育を担当する人 

・上肢（斜角筋間〜鎖骨上・腋窩〜終末枝） 

・体幹胸部（PECS、胸部傍脊椎、MTP） 

・体幹腹部（腹直筋鞘〜腹横筋膜面、MTAPA） 

・下肢（大腿神経・坐骨神経） 



 

 

＜ハンズオンワークショップ２＞ 4 月 15 日（金）午後 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、ハンズオンワークショップ２の受講により

1 セッションあたり「実技１時間の受講」を認定します。 

テーマ：上級者コース 

対象：神経ブロック経験者でさらに幅広い手技を習得したい人 

２―１）上肢（上神経幹・肩甲上・鎖骨下・腋窩神経） 

２―２）体幹（肋骨弓下 TAP・MTAPA・傍脊椎と周辺） 

２―３）下肢（股関節ブロック・仙骨・腰神経叢） 

 

＜ハンズオンワークショップ３＞ ４月 16 日（土）午前 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、ハンズオンワークショップ 3 受講により

「講義１時間＋実技２時間の受講」を認定します。 

テーマ：ランドマーク＆超音波ガイドハイブリッドセミナー！  

対象：神経ブロックを深く理解したい人 

・上肢（斜角筋間・鎖骨上・腋窩） 

・胸部（傍脊椎・肋間） 

・腹部（腹直筋鞘・腹横筋膜面・腸骨鼠径・腸骨下腹神経） 

・下肢（大腿神経・腸骨筋膜下・閉鎖神経・腰神経叢・傍仙骨・膝窩坐骨） 

 

＜ハンズオンワークショップ４＞ ４月 16 日（土）午後 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、ハンズオンワークショップ４の受講により

1 セッションあたり「実技１時間の受講」を認定します。 

テーマ：初級者コース 

対象：ブロックを始めて間もない人、麻酔科学会専門医試験を受ける人 

４―１）上肢（斜角筋間法腕神経叢・腋窩法腕神経叢） 

４―２）体幹（腹直筋鞘・腹横筋膜面） 

４―３）下肢（大腿神経・膝窩坐骨神経） 

 

 



 

 

WEB 参加の方 

参加単位の認定に関して 

・参加確認方法 

参加申し込みの際に発行される個人 ID にて「マイページ」へログインください。ログ

イン後１つ以上の講演視聴が確認できた時点で参加単位を認定いたします。 

・参加証取得方法 

WEB 参加された方は「マイページ」より参加証がダウンロード・印刷いただけます。

参加証は 2022 年 4 月 15 日から 5 月 14 日までダウンロード可能です。 

 

発表単位の認定に関して （5-15 単位/発表） 

・発表単位の認定 

一般演題、シンポジウム、教育講演などの全ての演題において発表単位の認定を行いま

す。単位認定は抄録集への抄録掲載および発表をもって、発表単位を付与いたします。

ただし、所属機関・自治体の規定により来場許可がおりない場合などやむを得ない事情

があれば、運営事務局にご連絡の上で、アップロード用の WEB ポスターデータをご送

信ください。この場合、「抄録掲載」に加え「ポスター掲示」および「参加者からの質

問への返信」をもって発表に代えさせていただきます。 

筆頭者は 15 単位、共同演者ならびに座長には 5 単位を付与します。 

ただし、新型コロナウイルス感染状況の悪化等により開催方法等に変更があった場合

には一般演題に関して発表方法を変更することがございます。変更時には発表者等へ

速やかに連絡いたします。 

 

日本区域麻酔学会認定講習受講単位に関して  （5 単位/講習） 

詳細に関しては別項「日本区域麻酔学会認定講習 WEB 開催要項」をご確認ください。 

・受講の確認方法 

各セッション視聴のログイン状況を確認後、受講の認定をいたします。「マイページ」

よりログイン後、認定講習をご視聴ください。 

・認定証の取得方法 

1 講習あたり 5 単位を付与いたします。現地参加された方は「マイページ」より認定

証がダウンロード・印刷いただけます。受講認定証は 2022 年 4 月 15 日から 5 月 14 日

までダウンロード可能です。 

 

 

 

 



 

 

日本区域麻酔学会認定ハンズオンワークショップ参加単位に関して 

詳細に関しては別項「ハンズオンワークショップ WEB 開催要項」をご確認く

ださい。 

日本区域麻酔認定制度に定められた 10 単位の認定には、認定講義「１時間」＋ハンズ

オンワークショップ実技「２時間」が必要ですのでご注意ください。ハンズオンセミナ

ーに関する取得単位がわかりづらいので、表現を変更しています。しかし、認定単位の

取得そのものの変更はありません。 

 

・受講の申し込みと確認方法 

＜認定講習受講＞ 

事前登録が必要です。セッション視聴のログイン状況を確認後、受講の認定をいた

します。「マイページ」よりログイン後、認定講義をご視聴ください。 

＜ハンズオンセミナー実技受講＞ 

WEB 参加可能なハンズオンセミナー実技は今回大会での開催はございませんので

ご了承ください。ただし、WEB 開催等が可能となる場合には追加募集することがご

ざいます。その際にはホームページ等でお知らせいたします。 

・認定証の取得方法 

WEB 参加の方は「マイページ」より認定証がダウンロード・印刷いただけます。認定

証は 2022 年 4 月 15 日から 5 月 14 日までダウンロード可能です。 

 

  



 

 

日本区域麻酔学会認定講習 WEB 開催要項 

認定講習と受講方法 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会で開催される「認定講習」は計 ３ 講演です。認

定講習の受講にあたり事前登録は必要ありません。 

※学術集会の参加登録は必要です。 

 

受講の確認方法 

事前参加登録は不要です。 

各セッション視聴のログイン状況を確認いたします。「マイページ」よりログイン後、

認定講習をご視聴ください。各セッション視聴のログイン状況を確認後、受講の認定を

いたします。 

受講単位 

受講者には 1 講習あたり 5 単位が付与されます。 

 

認定証の取得方法 

現地参加の方は「マイページ」より認定証がダウンロード・印刷いただけます。認定証

は 2022 年 4 月 15 日から 5 月 14 日までダウンロード可能です。 

（受講認定に関する異議申し立ては 2022 年 6 月末日を期限として承ります。） 

 

対象プログラム：以下の３講演が対象となります。 

全ての講演でライブ配信およびオンデマンド配信を行う予定です 

＜認定講習１＞ ライブ配信時間：4 月 15 日（金） 10:15-11:15 

『COVID-19 パンデミックと区域麻酔』 

堀田 訓久（自治医科大学 麻酔科学・集中治療医学講座） 

 

＜認定講習２＞ ライブ配信時間：4 月 16 日（土） 9:00-10:00 

『局所麻酔薬－最近の話題を中心に』 

小田 裕（大阪市立十三市民病院 麻酔科） 

 

＜認定講習３＞ ライブ配信時間：4 月 16 日（土） 15:45-16:45 

『神経ブロックと神経障害（仮）』 

柴田 康之（名古屋大学医学部附属病院 麻酔科） 

  



 

 

日本区域麻酔学会認定ハンズオンワークショップ WEB 開催要項 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会ではハンズオンセミナー認定講義１つを WEB に

て実施します。（ハンズオンワークショップ実技の開催予定はございません） 

 

受講登録 

第 9 回学術集会ホームページの「各有料講習申込」から事前登録した参加者のみ受講

できます。事前に受講申し込みを行なってください。 

5 月 12 日（木）正午まで受け付けいたします。 

受講認定方法 

視聴のログイン状況を確認いたします。「マイページ」よりログイン後、認定講習

をご視聴ください。視聴のログイン状況を確認後、受講の認定をいたします。 

参加費 

＜認定講義＞ 

・ハンズオンセミナー認定講義  2000 円 

プログラムと単位 

＜認定講義＞ 4 月 15 日（金）9:00-10:30 

日本区域麻酔学会第 9 回学術集会では、本認定講義受講により「講義１時間受講」

を認定します。（講義時間は 90 分です。全て聴講ください。途中退席は受講認定を

付与できません。） 

『ランドマーク法から見る超音波ガイド法』 

佐倉伸一（島根大学）・佐藤裕（順天堂遊佐病院）・中本達夫（関西医科大学） 

 

 

その他：ハンズオンワークショップ実技視聴（見学） 

・ハンズオンワークショップ実技視聴（見学）  1000 円 

ハンズオンワークショップ初級者コースは WEB 視聴（見学）を受け付けます。

視聴はオンデマンドで公開いたしますが、ハンズオンワークショップ実技受講

認定とはなりませんのでご注意ください。 

＜ハンズオンワークショップ４WEB 視聴（見学）＞ ４月 16 日（土）午後 

テーマ：初級者コース 

対象：ブロックを始めて間もない人、麻酔科学会専門医試験を受ける人 

ブロック：各 60 分コース 各１時間 

４―１）上肢（斜角筋間法腕神経叢・腋窩法腕神経叢） 

４―２）体幹（腹直筋鞘・腹横筋膜面） 

４―３）下肢（大腿神経・膝窩坐骨神経） 


