
第2クール

15:30～17:00

内容

緩和ケア beyond 医師国試
研修医が教える採血・ルー
ト確保～研修生活はじめの

一歩～

ミニレクチャー、緩和ケア
病棟見学、ロールプレイを
通じて、国試対策も含めた
緩和ケアを共に学びましょ
う。

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 緩和ケア部 研修医集中治療部

講師名
丹波　嘉一郎(教授)

稲田　美和子(臨床心理士)
ジュニアレジデント数名

中井　秀郎(教授)
中村　繁(病院講師)

川合　志奈(病院助教）
日向　泰樹(病院助教)
久保  太郎(病院助教)
清水　俊洋(病院助教)
新里　高広(病院助教)
田辺　和也(臨床助教)

佐藤　正章（准教授）
芝  順太郎（病院助教）
原　鉄人（臨床助教）

藤田　裕壮（臨床助教）
石川　美香（臨床助教）
福田　直（臨床助教）

小山  寛介（講師）

会場 本館８階　緩和ケア医師室 CDAMTec シミュレーションセンター ICU病棟

会場
①医局棟7階エレベーターホール

脇セミナー室
②脳神経外科　研究室

①新館2階セミナー室2
②CDAMTec

本館北8階　医局 8A病棟処置室 シミュレーションセンター

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

第1クール

13:30～15:00

内容

「神の手」をめざせ！
脳神経外科　マイクロサー

ジャリー入門

腎泌尿器外科の手技を体験し
よう～パート1　ロボット手術

～

ホルモンから
世界が見えてくる

喉頭ファイバースコピー
体験セミナー

子どもを救え!!

実際の脳神経外科医が行う手術
練習を体験してもらいます。今
回は、顕微鏡下で１ｍｍの人工
血管を吻合します。吻合のコツ
を聞けば、きっと出来る！？
また、3Dプリンターやナビゲー
ションを用いた手術応援システ
ムなど最先端を紹介します。

シミュレーターや実際の手術
ロボット＜ダヴィンチSi＞を
使った実習です。たっぷりロ
ボットが扱えます。

NO hormone , no life シミュレーターに内視鏡を
挿入して，耳鼻科の検査，
処置を体験してみよう！

子どもが突然倒れたとき、
そばにいるあなたが救える
かもしれない命がありま
す。子どもの蘇生法をしっ
かりレクチャー!!

診療科 脳神経外科 泌尿器科 内分泌代謝科 耳鼻咽喉科 小児科

講師名

益子　敏弘(准教授)
中嶋　剛(講師)

宮田  五月(講師)
石下　洋平(助教）
内山　拓(病院助教)

黒田　林太郎(病院助教)

藤村　哲也(教授)
髙山　達也(准教授)

黒川 真輔(講師) 安東 聡(講師)
藤﨑　明(講師)

亀田　智弘(病院助教)
小松原　麻衣子(病院助教)

山﨑 正博(臨床助教)
竹嶋 咲(臨床助教)

海老原　健(准教授)
山内　智彦(助教)

翁長　龍太郎(臨床助教)
手塚　綾乃(臨床助教)

伊東  岳峰（助教）
岡  健介（病院助教）
井上　俊（臨床助教）

廣瀬　優子（臨床助教）

18:00 ～ Welcome　Party 西洋堂

選択コース詳細

コース名 種別 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

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

オリエンテーション

10:00 ～ 11:50 実践！臨床推論ケースカンファレンス 山本 祐 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>

(J2)
(J2)

2018 夏季セミナー in Jichi

シミュレーションセンター

腎泌尿器外科の手技を体験し
よう～パート2　マイクロ手術

と再建手術～

中心静脈カテーテル留置
シミュレーション

集中治療ABC（人工呼吸器
に触れてみよう！）

マイクロスコープを使った尿
管や血管吻合の実践演習で
す。ロボット実習もこみで
す。

初期研修で習得するべき
手技 CV （中心静脈）カ
テーテル留置。その適
応、穿刺方法、留置後の
管理を理解しています
か？国家試験出題数も増
えてきています。年間30
回以上、留置している麻
酔科医がそのコツを教え
ます。

集中治療専門医によって管
理されるICUの実際や，最
新の人工呼吸器と呼吸管理
シミュレーションを通し
て，集中治療とは何か？
その雰囲気と面白さを体験
してください．

小児泌尿器・腎臓外科 麻酔科

1日目：7月21日（土）　プログラム

時間 内容 講師名 場所

9:25 ～ 9:35 受付　センター長挨拶
山本卒後臨床研修

センター長

シミュレーション
センター(L)
記念棟６F

9:45 ～ 10:00



Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

３日目：7月23日（月）　病院見学（希望者）

ブタ心臓を用いた
人工弁置換術を体験しよう

「さあ来い！
先天性心疾患」

心臓超音波検査
直伝・皮膚科の

検査・治療の基本
白内障手術セミナー

人工弁置換術は心臓血管外
科においてはスタンダード
な手術です。ブタ心臓を用
いて、実際の人工弁置換術
を体験してみましょう。

小児だけでなく成人でも。
先天性心疾患が得意領域
に！

やってみよう心エコー！
～心エコーシュミレーター
を用いたハンズオン～

レーザーや皮膚切開等、皮
膚科における基本手技の体
験型セミナーです。

豚眼を用いて実際の白内障
手術を体験しよう!!

心臓血管外科 小児・先天性心臓血管外科 循環器内科 皮膚科 眼科

村岡  新(講師)
佐藤　弘隆(助教)
髙澤　一平(助教)

阿久津　博彦(病院助教)
菅谷　彰(病院助教)

上杉　知資(臨床助教）

河田　政明(教授)
原田　顕治(准教授)
小形　幸代(講師)

脇　広昂(病院助教)

岡田　寛文(臨床助教)
角　総一郎(非常勤医員)

新井　悠介(助教)
恩田　昌紀(臨床助教)
長岡　広祐(臨床助教)
近藤　由佳(臨床助教)
守屋　穣(臨床助教)

新館セミナー室3
子ども医療ｾﾝﾀー3Ｆ

カンファ室

第5クール

13:30～15:00

内容

診療科

講師名

会場 眼科医局

感染症科 精神科

篠崎　健史(講師)
他 未定

胸部単純写真
読影力アップ講座 2018夏編

運動器疾患における
超音波診断の有用性

明日から役に立つ
グラム染色

摂食障害の多様性と
臨床の実際

呼吸器科手技を
体験してみよう

「胸部単純X線読影に自信がな
い」「なんだか、よくわかんな
い」という貴方・貴女！「なぜ
見える」「何が見える」「異常
所見をどう探す」のポイントを
説明します。実際のモニターも
使って実習して、チョットでも
苦手感を克服してみましょう。

整形外科において超音波は
必須の道具です！！
実際に超音波を用いて、整
形外科領域における診断、
検査、治療の技術を体験し
て下さい。

グラム染色は感染症診療に
おいて必要不可欠な検査で
す。クイズ形式で実際の標
本をみながら”菌力”アッ
プしませんか？もしかした
ら国試に出るかも!?

当科で診療した症例を提示
しながら、摂食障害の多様
性を治療の困難を解説しま
す。

内容

血液内科医になろう 外科医体験セミナー チャレンジ　内視鏡 関節所見のとり方講座
あなたの体組成、

腎臓の形を調べてみよう！

第４クール

10:30～12:00

コース名 種別

会場

飯島  裕生(助教)
西頭　知宏(病院助教)
中島　光晴(臨床助教)

森澤　雄司（准教授）
大西 翼（病院助教）
秋根 大（病院助教）
鈴木　潤（病院助教）

鈴木　貴之（臨床助教）
竹之熊　哲也（臨床助教）
藤村　至（後期研修生）

石原　あやか（後期研修生）

Ａ Ｂ Ｃ

中央放射線部
放射線科カンファレンスルーム

整形外科　病棟7A　医師室 未定 精神科医局 シミュレーションセンター

ｼﾐｭﾚｰﾀｰを用いた疑似体験
で、呼吸器科としての第一
歩を踏み出してみましょ
う。
①胸腔ドレナージ
②ミニ気管切開
③気管支鏡検査

放射線科 整形外科

診療科 血液科 消化器・一般外科 消化器内科 アレルギー・リウマチ科 腎臓内科

コース名 種別

シミュレーションセンター6F 皮膚科　外来

菅生  太朗（病院助教）

Ｄ

会場 本館4階西病棟 医師室 未定 内視鏡トレーニング室 本館6階アレルギー膠原病学医局

診療科

講師名

Ｅ

小林　聡幸（教授）

鈴木　拓児（准教授）
山本　真一（准教授）
中山　雅之（講師）

ほか数名

呼吸器センター
（呼内・呼外・内視鏡）

第3クール

8:30～10:00

本館 2階
カンファレンスルーム

講師名
畑野  かおる(講師)

皆方　大佑(病院助教)

細谷  好則(教授)
堀江  久永(教授)

佐久間　康成(准教授）
遠藤　和洋(講師)

櫻木　雅子(病院助教)

竹澤  敬人(病院講師)
相良　裕一(病院助教)

中村　潤(病院助教)
島　菜月(臨床助教)

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 Ｅ

血液内科の面白さは、血液
細胞を実際に目で見て診断
して、治療方針を決定でき
るところにあります。一緒
に顕微鏡をのぞいて、血液
疾患の診断と治療を体験し
てみましょう。

治療学としての外科医の世
界を体験しよう
―基礎的手技からロボット
手術までー

胃のモデルを使って、実際
に胃カメラを操作して観察
をしてもらいます。時間が
あれば大腸カメラの操作も
体験していただきます。医
療の現場での手技を体験し
たい方の参加をぜひお待ち
しております。

関節診療を伝授します。あ
なたもこれで関節マスター
に・・・!?

あなたの体組成、腎臓の形
を調べてみよう！

12:15 ～ 13:15 昼食 シミュレーションセンター 記念棟6F

13:30 ～ 15:00 第5クール 詳細下記に掲載

2日目：7月22日（日）　プログラム

時間 内容

8:00 ～ 8:15 集合 シミュレーションセンター 記念棟6F

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

場所


