
 

□１日目：３月１５日（土）プログラム 

◎時間◎ ◎内容◎ ◎講師名◎ ◎場所◎ 

9:30～ 受付  

記念棟７階 

シミュレーシ

ョンセンター 

9:45～9:50 挨拶 安田病院長 

9:50～10:00 オリエンテーション 新保卒後臨床研修センター長 

10:00～10:50 医療面接と身体診察所見からみた鑑別診断のポイント 岡崎医学教育センター長 

11:00～11:50 実践！臨床推論ケースカンファレンス 山本病院助教 

11:50～13:10 
昼食≪自治医大における初期研修ガイダンス≫ 

≪現役研修生が語るわくわく研修生活≫ 

早瀬准教授 

西村貴裕(J2)、西山千晶(J1） 

13:30～15:00 第１クール 

詳細下記に掲載 

15:30～17:00 第２クール 

18:00～ Welcome Party 西洋堂 

 

選択コース詳細 

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ D 

第１クー

ル 

13：30～

15：00 

内容 

電解質異常と透析療法 持続血糖モニター（CGM) 
考える前に、体を使って

チャレンジしよう！ 
産婦人科診療 

日常臨床にて遭遇する

高カリウム血症などの

電解質異常と透析療法

を含めた治療について、

症例呈示をしながら解

説します。 

血糖値の推移を連続的にモ

ニターでき、頻繁に静脈採

血をするよりも詳細に日内

変動を把握でき、病棟・外来

で活躍している「持続血糖

モニター（CGM）」システム

について、実際の機器をお

見せしながら解説します。 

装具や杖、物理療法など

目や耳にする機会は多い

のに体験したことがない

君！ 

実際に経験することで患

者目線から見ることが出

来るゾ！ 

シミュレータを用いて内

診、超音波、腹腔鏡を体験

しましょう。 

診療科 腎臓内科 内分泌代謝科 リハビリテーション科 産婦人科 

募集人数 ５名 １０名 ６名 ６名 

会場 本館 2 階カンファ室 内分泌代謝科カンファ室 リハビリテーションセンター シミュレーションセンター 

 

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ D 

第２クール 

15：30～

17：00 

内容 

 

耳鼻咽喉科用ファイバ

ースコープの応用 

Tracheal Intubation via 

Special devices 
心臓カテーテル検査 

「研修医が教える採血・ルー

ト確保」～研修生活はじめの

一歩～ 

耳鼻科用ファイバース

コープ（通称喉頭ファ

イバー）は応用範囲が

広く、手技習得は容易

で何科に進んでも役に

立ちます。 

各種ビデオ咽頭鏡を使用し

た気管挿管をマネキンで経

験しよう。 

循環器内科の中心的な手

技である心臓カテーテル

検査、治療をシミュレー

タで体験しましょう。 

研修生活のはじめに、みん

ながクリアーすべき必須手

技に挑戦！現役研修医から

のホットな情報も聞けるよ 

診療科 耳鼻咽喉科 麻酔科 循環器内科  

募集人数 ６名 ４名 １０名～１２名 ５名 

会場 耳鼻科病棟（８A） シミュレーションセンタ- 新棟２階会議室１ シミュレーションセンタ- 

 

 



□２日目：３月１６日（日）プログラム 

時間 内容 場所 

8：00～ 集合 記念棟７階・シミュレーションセンター 

8：30～10：00 第３クール 

詳細下記に掲載 

10：30～12：00 第４クール 

12：15～13：15 昼食 記念棟７階・シミュレーションセンター 

13：30～15：00 第５クール 詳細下記に掲載 

15：00～ 解散≪個別面談も可≫  

 

選択コース詳細 

コース名 種別 Ａ B C D 

第３クール 

8：30～ 

10：00 

 

内容 

あなたも出来る腹部 

エコー 

胸部単純写真ハンズオン 

セミナー 
巻き爪の治療あれこれ 

実践「がんの病理診断」演

習 

少人数制で基礎から優し

く実技指導します。 

胸部単純X線写真を実際に診て、

クイズ形式で診断してみよう。１

人１台のモニターを使用します。

自信のない学生さんは、実習前に

読影の基本（読み方の勘ドコロ）

のレクチャーもあるので安心！ 

巻き爪は common disease

ですが、強い痛みを伴うた

め、患者の QOL を著しく

低下させます。簡単に処置

できる保守的治療法を体

験し、学びましょう。 

良性腫瘍と悪性腫瘍は何

がどう違うのか？がんの

病理診断はどのように為

されているのか、など症

例を通して実践的に。 

診療科 消化器内科 放射線科 皮膚科 病理診断部 

募集人数 ６名 １２名 ５名 ６名 

会場 ５階南病棟エコー室 中央放射線部カンファ室 皮膚科外来 病理診断部光学機器室 

 

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

第４クー

ル 

10：30～ 

12：00 

内容 

関節所見のとり方 
シミュレータを用いた胸腔

ドレーン挿入 

子どものけいれん、意識障

害の治療 

わかる神経診療 反射を中

心に 

関節所見のとり方をマンツーマンで

伝授します。基本的診察技術ですが、

他大学では OSCE でも BSL でも教

えてもらえません。 

来たれ医学生！胸腔ドレナ

ージの第一歩を体験しよう。 

小児の点滴確保と髄液検

査を実践しよう。 

反射の原理を理解すると、

わかりにくかった神経疾患

がすっきりと理解できるよ

うになります。 

診療科 ｱﾚﾙｷﾞｰ・ﾘｳﾏﾁ科 呼吸器内科 小児科 神経内科 

募集人数 １０名 ６名 ８名 １０名 

会場 
５階南カンファ室 シミュレーションセンター シミュレーションセンタ

ー 

７階南病棟カンファ室 

 

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ E 

第５クール 

13：30～ 

15：00 

内容 

チャレンジ！胃カメ

ラ 
輸血実習 

はじめてのトラベル

クリニック 妄想旅

行へようこそ 

緩和ケアのいろはを

知ろう 

自治医大版ドクター

G ～診断へのアプ

ローチ入門編～ 

実際に使用している

内視鏡機材と、人体模

型を用いて、少人数制

で基礎から優しく実

技指導します。 

ＡＢＯ 血液型判定

とクロスマッチ実習

を通じて、安全な輸血

を学びましょう。毎年

好評です。 

トラベルクリニックをご存知で

すか？渡航先での感染症等の情

報をもとに、ワクチン接種や予

防内服等を行うクリニックで

す。渡航先にどんな準備が必要

なのか、具体例をあげながらグ

ループワークをします 

緩和ケア病棟見学、

バッドニューズを伝

えるロールプレイを

通じての緩和ケア入

門。 

みんなで参加して診

療の醍醐味を体験し

てみよう。 

診療科 消化器内科（内視鏡） 血液科 感染症科 緩和ケア 総合診療内科 

募集人数 ４名 ６名 ９名 １０名 ８名 

会場 1階内視鏡ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 輸血・細胞移植部実験室 シミュレーションセンタ- ８階南カンファ室 地域医療学カンファ室 

 


