
会場 シミュレーションセンターL 耳鼻科病棟処置室（8A） 新棟2Fセミナー室2 輸血・細胞移植部実験室 シミュレーションセンターM

人数 6～8名 8～10名 6名 6名 10名

講師名

薄井　里英学内准教授
町田　静生講師

馬場　洋介学内講師
他　数名

島田　茉莉臨床助教
坂口　優臨床助教

中村　繁病院講師
木村　貴明病院講師

室井　一男教授
岸野　光司副技師長

レジデント

マイクロスコープを使った
尿管や血管吻合の実践演
習！
ロボット実習もこみです。

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。

研修生活のはじめに、みん
ながクリアすべき必須手技
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 産婦人科 耳鼻咽喉科 小児泌尿器科・腎臓外科 輸血・細胞移植部 現役研修医

E

第2クール

15:30～17:00

内容

産婦人科体験 頭頸部診察と処置
管物
くだもの

の料理は「マイクロ」

or「ロボット」
輸血実習

研修医が教える採血・ルー
ト確保～研修生活はじめの

一歩～

シミュレーターを使って、
内診・分娩介助・胎児超音
波・腹腔鏡を体験できま
す。
産婦人科臨床の一端をあじ
わってください。

①咽頭ファイバースコープ
を使って異物除去に挑戦！

②耳鏡を使って鼓膜の所見
をとろう。

コース名 A B C D

会場 緩和ケア部カンファ室 5F西精神科病棟医師室 シミュレーションセンターL 新棟2Fセミナー室2 シミュレーションセンターM

人数 10名 8名 8名 6名 8名

講師名
丹波　嘉一郎教授

稲田　美和子臨床心理士
小林　聡幸准教授

山本　祐助教
隈部　綾子助教

鈴木  忠広臨床助教

髙山　達也准教授
中西　公司学内准教授

黒川　真輔講師
藤﨑　明病院助教

久保　太郎病院助教
亀田　智弘臨床助教

大塚  洋司助教
芝　順太郎臨床助教
山本　令子臨床助教
藤田　裕壮臨床助教

臨床医の思考過程を学びな
がら、身体所見のもつ意味
を一緒に知っていきましょ
う。高機能シミュレーター
で表現される所見を、ぜひ
体験してください！

シミュレーターや実際の手
術ロボット「ダヴィンチ
Si」を使った実習。
たっぷりロボットが扱えま
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。

診療科 緩和ケア科 精神科 総合診療内科 泌尿器科 麻酔科

E

第1クール

13:30～15:00

内容

緩和ケア入門
統合失調症の

精神病理学入門
考えるフィジカル ロボット三昧

Tracheal Intubation via
Special devices

緩和ケア病棟見学とロール
プレイを通して、「緩和ケ
アのいろは」を学びましょ
う。

精神病理学は精神医学の基
礎で、患者の精神内界に生
じている現象をとらえ、そ
の意味を心理学的に、ある
いは哲学的に解決し、ひい
ては生物学的所見と照らし
合わせていきます。今回は
統合失調症患者の手記を読
みながら精神病理学の面白
さに触れていただきます。

18:00～ Welcome Party 西洋堂

選択コース詳細

コース名 A B C D

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〉

吉住直子(J2)
荒川雅崇(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

挨拶 佐田病院長

9：50～10：00 オリエンテーション　日程説明
新保卒後臨床研修

センター長

10：00～11：50 実践！臨床推論ケースカンファレンス 山本助教

1日目：3月12日（土）　プログラム

時間 内容 講師名 場所

9:30 受付

記念棟
シミュレーション

センター
6F

9：45～9：50



３日目：3月14日（月）　病院見学（希望者）

会場 シミュレーションセンターL 4F西病棟医師室 新棟2Fセミナー室3 子ども医療センター3Fカンファ室 内分泌代謝科カンファ室

人数 9名 4名 10名 10名 10名

講師名

森澤  雄司学内准教授
大西　翼病院助教

法月　正太郎臨床助教
岡部　太郎臨床助教
鈴木　潤臨床助教

畑野　かおる助教
海野　健斗臨床助教

相澤　啓講師
村岡　新助教

佐藤　弘隆病院助教
高澤　一平病院助教
楜澤  壮樹病院助教
菅谷　彰臨床助教

河田　政明教授 岡田　健太講師

心臓血管外科ではスタン
ダードな手術である人工弁
置換術を、ブタ心臓を用い
て体験してみよう。

先天性疾患の中で最も高頻
度。成人になっても大切。
こんな先天性心疾患を自分
のものに！

素人の苦労・玄人への道

診療科 感染症科 血液科 心臓血管外科 先天性心疾患センター 内分泌代謝科

E

第5クール

13:30～15:00

内容

第一種感染症指定医療機関
をみてみよう！

治る！血液疾患
ウェットラボ

ブタ心臓を使用した
人工弁置換術

先天性心疾患は
こわくない！

最新の糖尿病治療

自治医大では、エボラをは
じめとする一類感染症や新
感染症に対応する第一種感
染症指定医療機関に指定さ
れています。実際に隔離区
域を見学して、個人防護具
の着脱を経験してみましょ
う。

代表的な血液疾患につい
て、どのように判断し、治
療をすすめていくのか、骨
髄像の検鏡をまじえつつ、
わかりやすく解説します。
血液疾患の治療効果を目で
見て実感しましょう。

コース名 A B C D

会場 新棟2F会議室1 内視鏡トレーニング室 シミュレーションセンターL 皮膚科外来 教育研究棟2Ｆセミナー室

人数 12名 6名 5～8名 9名 4～8名

救急科

講師名

池本　智一学内講師
福冨　基城病院助教
鳥海　進一病院助教
大場　祐輔臨床助教

小古山　由佳子臨床助教

竹澤  敬人病院講師
岩下　ちひろ臨床助教
岡田　昌浩臨床助教

川崎　佑輝後期研修生

松原　大輔助教
古井　貞浩病院助教

他　数名

前川　武雄学内准教授
伏間江　貴之臨床助教

山下  圭輔学内教授
米川　力講師

皮膚科で扱う3種のレーザー
（V-beam,Qスイッチアレキ
サンドラインレーザー,CO2
レーザー）について学び、
実際に照射を体験します。

診療科 循環器内科 消化器内科 小児科 皮膚科

D

第4クール

10:30～12:00

内容

心臓カテーテル治療 チャレンジ内視鏡
小児心エコーの世界へ

ようこそ！！
レーザー治療を

体験しよう

シミュレーターを使って、
経皮的冠動脈インターベン
ションを体験しましょう。

胃と大腸のモデルを用い
て、実際に指導医のもと胃
カメラ、大腸カメラを用い
て、内視鏡をじかに体験し
ていただきます。

心エコーでここまで分か
る！その魅力を教えます。
また、実際にエコーを操作
して、基本断面の出し方を
マスターしよう！！

会場 シミュレーションセンターM 7F南カンファ室 リハビリテーションセンター 放射線科カンファ室

コース名 A B C

中山　雅之講師
山沢　英明講師

嶋崎  晴雄講師
遠藤  照顕講師
笹沼　秀幸講師

篠崎　健史学内講師
小林　遼真臨床助教
小川　一成臨床助教

人数 6名 or 8名 4～6名 10名 12名

脳梗塞患者を診察する上で
必要な神経学的診察を復習
し、参加者同士でお互いに
診察してみます。異常所見
のビデオも供覧する予定で
す。

運動器ってどうやって診る
の？
実際に診て動かしてみよ
う！！

イマイチ胸部単純Ｘ線写真
に自信が持てないあなた！
モニターを使って、クイズ
形式で実際に読影をしなが
ら、読影の基礎を覚えま
しょう。もちろん実習前に
読み方の勘ドコロのレク
チャーもしますから、手ぶ
らで来てみませんか？

近年、多数傷病者対応に関
する医療対応の標準化ト
レーニングコースとして
MCLSコースが全国で開催さ
れている。
本セミナーではMCLSの概念
をコンパクトにまとめ、多
数傷病者現場医療対応の入
門編として初期対応を学
ぶ。

診療科 呼吸器内科 神経内科 整形外科 放射線科

講師名

D E

第3クール

8:30～10:00

内容

シミュレーターを用いた胸
腔ドレナージチューブ挿入

手技実習

やさしい神経診察の
方法と実践

運動器をみてみよう
胸部単純Ｘ線写真
実践！読影ゼミ

災害が起こっても迷わな
い、初期対応の知識

来たれ全国の医学生！
胸腔ドレナージの第１歩を
踏み出そう！！

選択コース詳細

コース名 A B C

13：30～15：00 第5クール 詳細下記に掲載

15：00～ 解散 記念棟シミュレーションセンター6F

8：30～10：00 第3クール
詳細下記に掲載

10：00～12：00 第4クール

12：15～13：15 昼食 記念棟シミュレーションセンター6F

2日目：3月13日（日）　プログラム

時間 内容 講師名 場所

8：00～ 集合 記念棟シミュレーションセンター6F


