
選択コース詳細

第1ｸｰﾙ

13:30
～

15:00

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

運動器超音波を楽しく触っ
てみよう!

コロナに負けない緩和ケアの
いろは

外科手技を体験してみよう 微小解剖、血管吻合セミナー

外科診断と手術に必要な手
技を体験しましょう。
ダビンチ体験もできます！

今年の自治脳外は熱い!!
国家試験にも使える（かも
しれない。）　脳外科、神
経の最新知識の講義と、手
術疑似体験ができる。二度
おいしいセミナーです。

骨、靱帯、神経、血管など
整形外科疾患にかかわる構
造物を、体を動かしながら
超音波で描出してみましょ
う!

コロナウィルス感染症も絡ま
せつつ緩和ケアのいろはを一
緒に考えましょう。

6名

7A病棟　医師室 本館8階緩和ケア科医師室

小児の蘇生処置を体験しよ
う

シミュレータを用いた小児
一次救命処置(BLS)を体験
し、急変時に対応できる能
力を身につけましょう。二
次救命処置で用いる骨髄針
(手動式、電動ドリル式)も
体験できます。

8名

小児科

河野　由美(学内教授)
金井　孝裕(准教授)
関　満　　(講師)
下澤　弘憲(助教)
倉根　超　(臨床助教)
古賀　玲奈(臨床助教)
小倉　一輝(臨床助教)
山上　彩香(臨床助教)
伊東　岳峰(大学院生)
レジデント	若手医師数名

8名

1日目：7月18日（土）　プログラム

時間 内容 講師名

クエストＪ

場所

12：25～13：15
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

石橋　尚弥（ｼﾞｭﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ2)
和地　純佳 (ｼﾞｭﾆｱﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ2)

13：30～15：00 第1クール

11：45～12：10 受付

12：15～12：25 挨拶　オリエンテーション　日程説明 記念棟6階
メディカル

シミュレーションセンター

準備中
記念棟6階

メディカルシミュレーションセンター

詳細下記に掲載

卒後臨床研修センター長　他

15：15～16：15

整形外科 緩和ケア科

西頭　知宏　(病院助教)
半田　美樹子(臨床助教)

丹波　嘉一郎(教授)
稲田　美和子(公認心理師)

5-6名

消化器一般移植外科 脳神経外科

細谷　好則　(教授)
堀江　久永　(教授)
鯉沼　広治　(准教授)
斉藤　心　　(講師)
遠藤　和洋　(講師)
倉科　憲太郎(講師)
原尾　美智子(講師)
櫻木　雅子　(助教)

5-10名

ジュニアレジデント数名

益子　敏弘　(准教授)
大谷　啓介　(学内講師)
石下　洋平　(学内講師)
佐藤　信　　(病院助教)
小熊  啓文　(臨床助教)
八木澤　伯耶(臨床助教)

新館2階会議室 本館7階脳神経外科実験室 メディカルシミュレーションセンター

Ｆ

研修医が教える採血・ルート
確保～研修生活はじめの一歩

～

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！！

10名

研修医

メディカルシミュレーションセンター

2020 夏季セミナー in Jichi



感染症科

第一種感染症指定医療機関
を見てみよう！

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！

Ｄ Ｅ

豚眼を使って、白内障手術
を体験しよう！

リウマチ性疾患において超
重要事項である関節所見の
とり方、関節穿刺など学べ
ます。

「講義は聞いたけど、病棟実習
でみる機会が少なく、自信がな
い」
と嘆いている貴方！「なぜみえ
る」「何がみえる」「異常をど
う探す」のミニ講義の後に、モ
ニターで実際に画像に親しみ、
苦手感を克服しましょう。未経
験者も、もちろんOK！！

8名 6名 8名 6-10名最大12名
呼吸器センター

(内科・外科・内視鏡)

精神科医局

5名

10名増員も可

表現精神病理と病跡学

2日目：7月19日（日）　プログラム

時間 内容 場所

選択コース詳細

第2ｸｰﾙ

8：30
～

10：00

Ａ

10：15～11：45 第3クール

14 ：50～ アンケート記入(記入後解散) 記念棟6階メディカルシミュレーションセンター

精神疾患患者の描いた絵
（アール・ブリュット、
アウトサイダーアート）や
精神疾患を病んだ芸術家の
絵画作品を見ながら、精神
疾患と創造性の問題に触れ
てみようと思います。

呼吸器科手技(気管支鏡、胸
腔ドレナージ)を 体験して
みよう！

白内障手術セミナー
関節の診察をマスターしよ

う

詳細下記に掲載

胸部エックス線写真セミナー in
Jichi 2020〜基本から応用ま
で、学んでみよう〜

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！

山本　真一　(准教授)
中山　雅之　(准教授)
長井　良昭　(講師)
澤幡　美千瑠(講師)
山内　浩義　(講師)
大貫　次利　(助教)
藤城　泰磨　(助教)
山之内　義尚(助教)
黒﨑　綾子　(臨床助教)
成田　龍矢　(臨床助教)

上部消化管内視鏡(EGD)の
ファントムモデルを用いて
消化管内の観察のシミュ
レーションをしてみましょ
う。

原　鉄人　(病院助教)
山田　衣璃(臨床助教)
小川　薫　(臨床助教)
山田　高嗣(臨床助教)

新井　悠介(講師)
月井  里香(臨床助教)
高橋　宏典(臨床助教)

齊藤　圭介(臨床助教)
柳田　真衣(臨床助教)

篠崎　健史(講師)

メディカルシミュレーションセンター

12：00～12：45 昼食　ランチョンセミナー　　講師：鈴木　潤（病院助教） 記念棟6階メディカルシミュレーションセンター

13：00～14：30 第4クール 詳細下記に掲載

8：00～8：15 集合 記念棟6階メディカルシミュレーションセンター

8：30～10：00 第2クール

第3ｸｰﾙ

10：15
～

11：45

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

中心静脈カテーテル留置や
血管確保シミュレーション

JMU消化器内科2020　やって
みよう　Let’s challenge

EGD!
実践PCI、TAVI塾

喉頭ファイバースコピー体
験

麻酔科 消化器内科

船山　大 (准教授)
高橋 政夫(講師)
清水 勇人(助教)	
鳥海 進一(助教)	
渡辺 貴裕(病院助教)	
小林 久也(臨床助教)	
鈴木 悠介(臨床助教)	
金子 大介(臨床助教)	
森田 愛理(臨床助教)	
福田 太郎(臨床助教)	

メディカルシミュレーションセンター 内視鏡トレーニング室 血管内治療センター 心臓カテーテル室

竹澤　敬人(学内講師)
岡田　昌浩(病院助教)
佐藤　直人(臨床助教)	
上野　航　(臨床助教)

実際に診療で使用している
内視鏡を用いて
喉頭異物除去を体験してみ
ましょう。
うまく異物除去ができるで
しょうか？

髙橋　さとか(臨床助教)
他

循環器内科

メディカルシミュレーションセンター
から第一種感染症隔離区域

耳鼻咽喉科

エコーを使用しながら、
シミュレータでカテーテル
を留置します。
 将来、皆さんが必ず行う手
技ですので、この機会にス
キルアップしましょう！

森澤　雄司(准教授)
南　建輔　(病院助教)
鈴木　潤　(病院助教)
鈴木　貴之(臨床助教)

第4ｸｰﾙ

13：00
～

14：30

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

血液科医になろう
ブタ心臓を用いた人工弁置

換術を体験しよう

岡田　寛文(病院助教)

内分泌代謝科医局

6名5名前後

内分泌代謝科皮膚科血液科 心臓血管外科 小児・先天性心臓血管外科

ようこそ、Congenital Heart
Disease(CHD)の世界へ： さ

あ、一緒に！

あなたにとって恐怖のCOVID-
19？、CHD？
知らないと対応できない
COVIDもCHDも。
COVID-19対策も大切、CHDの
知識は今後もっともっと重要
に！あなたも一緒に取り組ん
でみませんか？

本館4階西　医師室 新館2階セミナー室3

4名最大で6名

子ども医療センター3階カンファレンス室

河田　政明(教授)

楜澤  壮樹(講師)
菅谷　彰　(病院助教)
上杉　知資(病院助教)
清水　圭佑(臨床助教)
堀越　崚平(臨床助教)

眼科医局 本館6階アレ･リウ医局
本館1階西　中央放射線部

放射線科カンファレンスルーム

眼科 アレルギー・リウマチ科 放射線科

Ｂ Ｃ

新館8A病棟処置室または
メディカルシミュレーションセンター

9-12名 5-8名12名

最新のカテーテル治療を分か
りやすく教えます。
実践にデモ機を使って体験し
よう！！

最新デバイスを用いた糖
尿病の治療法を基礎から
伝授します。

君のイボ、いつ取るの？ 今
でしょ!!

精神科

小林　聡幸(教授)

血液疾患は全身疾患です
が、形態学、つまり血液細
胞を実際みて理解すること
も重要です。このセミナー
では、形態学の基本を紹介
しつつ、和気あいあいと自
治医大血液科と血液学の魅
力をお伝えします。

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。

皮膚科外来

岡田　健太(准教授)
澤山　渚　(医員)
近藤　泰之(臨床助教)

畑野　かおる(講師)
皆方　大佑　(病院助教)
中島　広大　(臨床助教)

6-8名

6名

8名

シナジー糖尿病学
～最強の糖尿病医を目指そう～

体験！皮膚科診療の真髄


