研修医レクチャー 実績
平成２８年度
開催日
４月

5月

名称

テーマ・内容

4月14日 モーニングレクチャー

血液内科医に関する最新知識

血液内科 外山医師

4月21日 モーニングレクチャー

救急医療基礎

救急科 神部医師

4月25日 研修医懇談会レクチャー 尿酸の話
4月28日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識

塚田研修管理センター長
血液内科 外山医師

5月12日
5月19日
5月23日
5月23日

血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
救急科 神戸医師
脳神経外科 甲賀医師

モーニングレクチャー
モーニングレクチャー
研修医懇談会レクチャー
院内学術集談会

血液内科に関する最新知識
胸部単純撮影
｢救急医療 血液ガス分析の重要性」
下垂体機能低下症の症状と治療

5月24日 M&Mカンファレンス

6月

心不全
腸閉塞・誤嚥性肺炎
5月26日 モーニングレクチャー
未定
6月3日 Training for Safety Use 2016 糸結び
皮膚縫合(皮膚モデル)
6月9日 モーニングレクチャー
救急医療

腎臓内科医師
外科医師
血液内科 外山医師
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社担当者

6月16日 研修医栄養管理勉強会 LC
6月17日 Training for Safety Use 2016 真皮縫合(豚皮）

外科 中村医師
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社担当者

6月21日

群馬大学救急部 大嶋清宏教授

群馬大学救急部 出張セミナー

８月

９月

救急医療について

呼吸器内科 塚越医師

6月27日 院内学術集談会

検査室 安藤
安全管理センター 斉藤
血液内科 外山医師

①正しい検体採取と取り扱い
②医療事故調査制度について
血液内科に関する最新知識

6月30日 研修医栄養管理勉強会 EN下痢対策
7月1日 Training for Safety Use 2016 血管吻合
トロカー固定と小切開閉創
7月8日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
7月14日 モーニングレクチャー
敗血症について
7月14日 M&Mカンファレンス
肺癌
右腎盂癌
7月15日 Training for Safety Use 2016 真皮縫合(豚皮)
消化管吻合(豚食道)

外科 中村医師
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社担当者

7月19日 キャンサーボード

①多発性骨髄腫、大腸がん
②悪性リンパ腫、大腸がん

血液内科 内藤医師
外科 加藤医師

7月21日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
7月25日 研修医懇談会レクチャー 腎臓と造影剤
病理解剖について
7月25日 院内学術集談会
多発性嚢胞腎について
7月28日 研修医栄養管理勉強会 CKD
8月18日 モーニングレクチャー
救急に関する最新知識
8月22日 研修医懇談会レクチャー 先生、お腹が痛いです
8月22日 院内学術集談会
緩和ケア研修
8月25日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識

血液内科 外山医師
塚田病院長補佐

8月25日 研修医栄養管理勉強会 小児
9月1日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識

外科 中村医師
血液内科 外山医師

9月8日 モーニングレクチャー
9月8日 M&Mカンファレンス

10月

救急科 神戸医師

6月27日 研修医懇談会レクチャー 睡眠時無呼吸症候群

6月23日 モーニングレクチャー

7月

講師

血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
呼吸器内科医師
泌尿器科医師
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社担当者

腎臓内科 茂木医師
外科 中村医師
救急科 神戸医師
産婦人科 茂木医師
泌尿器科 武井医師
血液内科 外山医師

救急に関する最新知識
①急性骨髄性白血病
②大腿骨骨幹部骨折
9月8日 研修医栄養管理勉強会 ｔｒauma
9月20日 キャンサーボード
①卵巣がん
②肺がん
9月26日 研修医懇談会レクチャー 初歩から始める漢方薬
9月26日 院内学術集談会
「新型ビデオ喉頭鏡」について
9月29日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
10月6日 モーニングレクチャー
救急科に関する最新知識
10月13日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
10月20日 モーニングレクチャー
救急科に関する最新知識
10月24日 研修医懇談会レクチャー 予防接種

救急科 神戸医師
血液内科 内藤医師
整形外科 萩原医師
外科 中村医師
産婦人科 小松医師
呼吸器内科 中川医師
ツムラ 祐川
麻酔科 荒井医師
血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
小児科 深澤医師

10月24日 院内学術集談会

北林感染管理認定看護師
安藤検査技師
血液内科 外山医師

10月27日 モーニングレクチャー

・当院における結核の現状
・結核の細菌学的検査法について
血液内科に関する最新知識

開催日
11月

名称

11月10日 モーニングレクチャー
11月10日 M&Mカンファレンス

１月

11月22日 画像診断科レクチャー
11月28日
11月28日
11月29日
12月8日

てんかんについて
MRI対応ペースメーカーについて
集中治療について
血液内科に関する最新知識

脳神経外科 甲賀医師
循環器内科 岩瀬医師
自治医科大学さいたま医療センター
神尾直先生
血液内科 外山医師

研修医懇談会レクチャー
院内学術集談会
研修医セミナー
モーニングレクチャー

12月22日 モーニングレクチャー
糖尿病内科に関する最新知識
12月26日 研修医懇談会レクチャー 排尿障害 本当は怖い頻尿

糖尿病内科 今村医師
泌尿器科医師

12月26日 院内学術集談会

パーキンソン病の救急診療・周術期管理
について
血液内科に関する最新知識
原発性肺腺癌
小脳出血水頭症

神経内科 柳澤医師

救急科に関する最新知識

救急科 神戸医師

1月12日 モーニングレクチャー
1月12日 M&Mカンファレンス
1月19日 モーニングレクチャー

３月

血液内科 外山医師
呼吸器内科 内田医師
脳神経外科医師

1月23日 研修医懇談会レクチャー 海外研修会参加報告

血液内科 内藤医師

1月23日 院内学術集談会

血液内科 外山医師

再生不良性 Aplastic

1月24日 キャンサーボード

２月

講師
血液内科 外山医師
循環器内科 髙松医師
外科 斉藤医師
救急科 神戸医師
呼吸器内科 髙野医師
脳神経外科 甲賀医師
画像診断科 藤田医師

11月17日 モーニングレクチャー
11月22日 キャンサーボード

12月

テーマ・内容
血液内科に関する最新知識
①心不全、拡張型心筋症
②右鼡径ヘルニア嵌頓
救急科に関する最新知識
①肺癌術後
②多発性脳腫瘍
イレウスのCT所見

①悪性リンパ腫（びまん性大細胞型B細
胞性リンパ腫）
②膀胱がん
1月26日 モーニングレクチャー
糖尿病内科に関する最新知識
2月9日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
2月16日 モーニングレクチャー
救急科に関する最新知識
2月23日 モーニングレクチャー
糖尿病内科に関する最新知識
2月27日 研修医懇談会レクチャー 膝関節と障害と疾患について
2月27日 院内学術集談会
インシュリンの使い方
3月2日 モーニングレクチャー
血液内科に関する最新知識
3月9日 モーニングレクチャー
救急科に関する最新知識
3月23日 モーニングレクチャー
糖尿病内科に関する最新知識

血液内科医師
泌尿器科医師

3月27日 研修医懇談会レクチャー 造影剤使用の安全管理
3月28日 キャンサーボード
肺癌
S状結腸癌再発

放射診断科 神宮医師
放射線科 塩谷医師
外科 森永医師

糖尿病内科 今村医師
血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
糖尿病内科 今村医師
整形外科 萩原医師
糖尿病内科 今村医師
血液内科 外山医師
救急科 神戸医師
糖尿病内科 今村医師

研修医レクチャー 実績
平成２７年度
４月

５月

6月

７月

８月
９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

テーマ・内容
新入職者オリエンテーション・接遇研修

病院長 他

読影基本的知識各診療科からの興味深い画像の検討

群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

研修医当直心得・腎臓病と尿酸
病理解剖事情

腎臓内科 塚田義人
病理診断科 吉田孝友

Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)

腎臓内科 塚田義人

読影基本的知識各診療科からの興味深い画像の検討

群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

糸結び＋皮膚縫合(皮膚モデル）
救急医療 内科救急医の頭の中

外科 設楽芳範
呼吸器内科 神戸将彦

成人期の動脈硬化と川崎病
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
救急医療について
外科救急 消化管穿孔
人工呼吸器管理
真皮縫合(豚皮)消化管吻合(消化管モデル)
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
今日から役立つ 神経内科診療の重要ポイント

小児科 深澤信博
腎臓内科 塚田義人
群馬大学救急医療 大嶋清宏教授
外科 設楽芳範
呼吸器内科 高野峻一
外科 設楽芳範
腎臓内科 塚田義人
群馬大学神経内科 池田佳生教授

全身管理と集中治療

麻酔科 萩原竜次

XPで見逃されやすい骨折

整形外科 山口蔵人

真皮縫合(豚皮)消化管吻合(豚臓器)
読影基本的知識各診療科からの興味深い画像の検討

外科 設楽芳範
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
骨粗鬆症と大腿骨近位部骨折を中心に
急性虫垂炎
初歩から始める漢方勉強会
慢性咳嗽
タルセバによる皮膚障害
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
小児救急診療のイロハのイ
せん妄治療と実際

腎臓内科 塚田義人
整形外科 萩原明彦
外科 山中崇弘
腎臓内科 塚田義人
呼吸器内科 塚越正章
皮膚科 嶋岡正利
腎臓内科 塚田義人
小児科 渡部登志雄
心療内科 五十嵐孝

読影基本的知識各診療科からの興味深い画像の検討
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
・漢方医学の基本的な考え方・漢方薬の服薬指導
感染症を治す５つのコツ
妊娠中の検査・投薬などについて
中心静脈カテ―テル感染対策

群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授
腎臓内科 塚田義人
腎臓内科 塚田義人
前橋赤十字病院 林俊誠
産婦人科 小松浩司郎
安全管理センター ICN 染谷由香里

Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
成人教育理論について
他科と鑑別を要する産婦人科救急疾患
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
貧血の鑑別診断
リンパ節腫脹の鑑別

腎臓内科 塚田義人
脳神経外科 甲賀英明
産婦人科 小松浩司郎
腎臓内科 塚田義人
血液内科 外山耕一郎
血液内科 外山耕一郎

種種性血管内凝固症候群
HEPARIN起因性血小板減少症
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
血液製剤について
Q＆A腎不全について
読影基本的知識各診療科からの興味深い画像の検討
輸血の話
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)
小児泌尿器分野 包茎とその合併症
不整脈について 若年者における心臓突然死
吐血
Fujioka journal Cluｂ(毎週火曜日)

血液内科 外山耕一郎
血液内科 外山耕一郎
腎臓内科 塚田義人
血液内科 外山耕一郎
泌尿器科 坂本亮一郎
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授
血液内科 外山耕一郎
腎臓内科 塚田義人
泌尿器科 関口雄一
循環器内科 井上雅浩
外科 森永暢浩
腎臓内科 塚田義人

講師

研修医レクチャー 実績
平成２７年度
４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

テーマ・内容
研修医当直心得、輸液の基本
くも膜下出血の診断
輸血の話
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
糸結び＋皮膚縫合(皮膚モデル）
読影基本的知識
各診療科からの興味深い画像の検討
当院における急性冠症候群の現状
泌尿器科腹腔教手術について
真皮縫合(豚皮)
消化管吻合(消化管モデル)
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
救急医療について
真皮縫合(豚皮)
消化管吻合(豚臓器)
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
ヘルニア＋血管吻合(各種モデル)
薬物療法における漢方薬
「糖尿病の診療」
片眼性網膜色素変性の形態と機能的特徴
読影基本的知識
各診療科からの興味深い画像の検討

講師
腎臓内科 塚田義人
脳神経外科 甲賀英明
血液内科 外山耕太郎
腎臓内科 塚田義人
外科 設楽芳範
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
「サルコペニア」
「軽症小児頭部外傷」
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
読影基本的知識
各診療科からの興味深い画像の検討
｢骨粗鬆症を中心に」
「ＲＳ３PE症候群」
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
｢小児救急での対応」
「I/Aレポートについて」
｢挿管中の鎮静について」
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
日常診療に役立つ漢方処方

腎臓内科 塚田義人
呼吸器内科 塚越正章
脳神経外科 若林和樹
腎臓内科 塚田義人
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

・漢方医学の基本的な考え方
・漢方薬の服薬指導
今日から役立つ 神経内科診療のポイント
読影基本的知識
各診療科からの興味深い画像の検討
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
｢ショック」との遭遇
急性心不全治療について
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
「尿管結石」について
各診療科からの興味深い画像の検討
臨床研修機能評価に向けて
内神経科関連診療で、押さえておきたいポイント
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
臨床研修機能評価に向けて
癌骨転移に対する放射線治療
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)
C型慢性肝炎の治療
上部消化管出血と内視鏡について
Fujioka Journal Club(毎週火曜日)

循環器内科 井上雅浩
泌尿器科 武井智幸
外科 設楽芳範
腎臓内科 塚田義人
群馬大学救急医療 大嶋清宏教授
外科 設楽芳範
腎臓内科 塚田義人
外科 設楽芳範
腎臓内科 塚田義人
糖尿病内科 久永悦子
眼科 須藤功治
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授

整形外科 萩原明彦
腎臓内科 木下雅人
腎臓内科 塚田義人
小児科 深澤信博
安全管理センター 斎藤
麻酔科医師
腎臓内科 塚田義人
群馬大学大学院医学系研究科総合医療学漢方
三考塾 佐藤真人
腎臓内科 塚田義人
群馬大学神経内科 池田佳生教授
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授
腎臓内科 塚田義人
麻酔科 荒井賢一
循環器内科 髙松寛人
腎臓内科 塚田義人
群馬大学核医学部核医学科 対馬義人教授
臨床研修統括部長 遠藤究
神経内科 柳澤医師
腎臓内科 塚田義人
臨床研修統括部長 遠藤究
放射線科 塩谷医師
腎臓内科 塚田義人
消化器内科 壁谷医師
消化器内科 秋谷寿人
腎臓内科 塚田義人

