
消化器・一般外科 研修医

甲谷  友幸(准教授)
小森  孝洋(講師)

渡部  智紀(病院講師)
横田  彩子(病院助教)
横山　靖浩(臨床助教)

丹波　嘉一郎(教授)
稲田　美和子(臨床心理士)

益子　敏弘(准教授)
中嶋　剛(講師)
宮田  五月(講師)
内山　拓(病院助教)

黒田　林太郎(病院助教)
石下　洋平(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)

ジュニアレジデント
数名

心臓カテーテル室
（変更の可能性あり）

本館8Ｆ 医局　緩和ケア医師室 脳神経外科 セミナールーム 未定 シミュレーションセンター

第2ｸｰﾙ

15：30
～

17：00

ペースメーカー植え込み手術を
体験しよう

緩和ケアのイロハ
「神の手」をめざせ！

脳神経外科ハンズオンセミナー
外科医の世界を体験しよう

研修医が教える採血・ルート確保
～研修生活はじめの一歩～

ペースメーカー植え込み手術を
循環器内科でご案内します。手
術体験・ペースメーカーの解説
などを行います。シミュレー
ターでの模擬体験は本セミナー
初の試みです。貴重な体験にな
ると思いますので是非ご参加く

ださい。

国試対策からバットニュースの
伝え方まで

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、頭蓋底手術などで行うド
リルを体験してもらいます。ド
リル操作のコツを聞けば、頭蓋

底手術もきっと出来る!?
また、３Ｄプリンターやナビ
ゲーションシステムを用いた手
術応援システムなど最先端を紹

介します。

診断から治療まで
ダイナミックな外科学

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！！

循環器内科 緩和ケア部 脳神経外科

整形外科において超音波は必須
の道具となっています。

是非、運動器疾患に対する超音
波の面白さを実感して下さい。

集中治療専門医によって管理され
る最先端のICUの実際や，最新モ
デル人工呼吸器の実習と呼吸管理
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．

眼科医局
① 新館2階セミナー室2

② CDAMTec
新館7A 医師室 ICU病棟 シミュレーションセンター

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

新井　悠介(助教)
伊野田　悟(病院助教)
粕谷　友香(臨床助教)

案浦　加奈子(臨床助教)

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)
杉原　亨(講師)

飯島  裕生(助教)
中島　光晴(臨床助教)

小山  寛介(講師)

薄井　里英(准教授)
馬場　洋介(講師)

森澤  宏行(病院助教)
他3名

眼科 泌尿器科 整形外科 集中治療部 産婦人科

1日目：3月16日（土）　プログラム

時間 内容 講師名 場所

9：30～9：40 受付

記念塔6Ｆ
シミュレーションセンター

9：45～10：00
卒後臨床研修センター長

10：00～11：50 呼吸器トリビア

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〉

ジュニアレジデント

西洋堂

挨拶　オリエンテーション　日程説明

選択コース詳細

第1ｸｰﾙ

13:30
～

15:00

Ａ Ｂ

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 :00～20 :00 Welcome Party

シミュレーターを使って、産婦人科
の基本的診察から胎児超音波検査、
分娩、腹腔鏡操作が経験できます

Ｅ

白内障手術セミナー
腎泌尿器外科の手技を体験しよう
〜ダヴィンチを操ってみよう〜

超音波で診れる運動器疾患！！
集中治療ABC

（人工呼吸器に触れてみよう！）
産婦人科セミナー

Ｃ Ｄ

豚眼を用いて実際の白内障手術
を体験しよう！

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。



　　

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

篠崎　健史(講師)
山本　真一(准教授)
中山　雅之(講師)

(他数名）
小林　聡幸(教授)

石澤　彩子(病院助教)
宮永　明子(臨床助教)

菅生  太朗(助教)

心臓血管外科 小児先天性・心臓血管外科 内分泌代謝科 皮膚科 血液科

子どもを救え‼!
喉頭ファイバースコピー

体験セミナー
第一種感染症指定医療機関を

見てみよう！
チャレンジ内視鏡

中心静脈カテーテル留置
シミュレーション

第4ｸｰﾙ

10：30
～

12：00

血液内科医になろう

シミュレーションセンター 8A病棟処置室
シミュレーションセンターから

第一種感染症隔離区域へ
内視鏡室 トレーニング室 シミュレーションセンター

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!!

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！

自治医科大学附属病院はエボラ
出血熱をはじめとする一類感染
症に対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！

胃のモデルを使って実際に内視鏡
を手にとって胃内の観察をしていき
ます。時間があれば大腸のモデルに
もチャレンジしていただきます。

田村  大輔（講師）
他未定

小児科 感染症科

森澤　雄司(准教授)
大西　翼(病院助教)
秋根　大(病院助教)
鈴木　貴之(臨床助教)
竹之熊　哲也(臨床助教)

耳鼻咽喉科

山内　智彦(助教)

消化器内科

竹澤  敬人(病院講師)
関口　裕美(臨床助教)

麻酔科

佐藤　正章(准教授)
芝  順太郎(病院助教)
原　鉄人(臨床助教)
小川　薫(臨床助教)
福田　直(臨床助教)

シミュレーターを使用し実際にエ
コーガイド下で留置します。

手技を通して適切な症例に、安全
に、素早く留置するコツをおさらい

しましょう。

先天性心疾患：はじめの一歩
超最新！

糖尿病診療エクスプレス

３日目：3月18日（月）　病院見学（希望者）

新館セミナー室３ 子ども医療センター3Ｆカンファ室 本館8Ｆ 医局 皮膚科外来 本館4階西病棟　医師室

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。

どうすれば「苦手な」先天性心
疾患が「そだねー。」に変わる

のか。ご覧ください。

薬剤の進歩および器具や機器の
先進化に伴い、血糖値の流れが
見える様になりコントロールが
得られようになってきました。
そこで、是非この機会に、最新
の糖尿病治療を一緒に学びませ
んか？皆様の御参加をお待ちし

ております。

レーザーや皮膚切開等、皮膚科にお
ける基本手技の体験セミナーです。

血液内科の基本は形態学、つまり顕
微鏡で血液細胞をみることです。血
液疾患の診断と治療を、顕微鏡でみ

ながら学ぶことができます。

第5ｸｰﾙ

13：30
～

15：00

Ａ

直伝 ＆ 体験 皮膚科の
検査・治療の基本

村岡  新(講師)
佐藤　弘隆(助教)

楜澤  壮樹(病院助教)
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)
岡田　健太(講師)
澤山　渚(臨床助教)

岡田　寛文(臨床助教)
外山　雄一(臨床助教)
軽部　大希(臨床助教)
角　総一郎(後期研修生)

畑野  かおる(講師)
皆方　大佑(病院助教)

Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ブタ心臓を用いた
人工弁置換術を体験しよう

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

放射線科
呼吸器センター

(内科・外科・内視鏡)
精神科 アレルギー・リウマチ科 腎臓内科

中央放射線部
放射線科カンファレンスルーム

シミュレーションセンター 東棟3階精神医学教室医局 アレルギー・リウマチ科医局 2階カンファレンスルーム

選択コース詳細

第3ｸｰﾙ

8：30
～

10：00

15 ：00～15:30 解散 記念塔6Ｆ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 記念塔6Ｆシミュレーションセンター

胸部単純写真
読影上達のための基本演習

2019春編

呼吸器科手技を
体験してみよう！

絵画とアウトサイダーアート
から見る表現病理

関節を診察しよう
あなたの腎臓の形、体組成を調べて

みよう！

胸部単純写真って『よくわんな
い』というあなた！

「なぜみえる」「何がみえる」
「異常をどう探す」のポイント
を押さえた読影の基本をミニ講
義した後に、実際にモニターを
使った実習をします。ちょっと
でも苦手感を克服しましょう。

模型やヴァーチャルシミュレー
ターを用いたリアルな疑似体験
を通して、呼吸器科としての第
一歩を踏み出してみよう！

①胸腔ドレナージ、②ミニ気管
切開、③気管支鏡検査。動画も
交えて詳しく説明します。

絵画とアウトサイダーアートを
見ながら、精神疾患と創造性や
表現病理について解説していき

ます。

リウマチ性疾患では関節症状が出
現することも多いので、関節の診
察も重要です。関節所見のとり方
に加えて関節穿刺、関節エコーも

行います。

あなたの腎臓の形、
体組成を調べてみよう！

Ａ

時間 内容 場所

8：00～8：15 集合 記念塔6Ｆシミュレーションセンター

2日目：3月17日（日）　プログラム

13：30～15：00 第5クール 詳細下記に掲載


