筑波大学における体験学習
平成２８年３月予定表
公開事項

No
１

循環器内科カンファレンス

循環器内科症例検討会

３

消化器内科カンファレンス

４

肝組織カンファレンス

５

内視鏡カンファレンス
消化器外科・内科・
放射線科・病理科合同

（8：00～10：00） 討議室
1. 8. 15. 22. 29 日 （火） 病院 10 階
（18：30～20：00） 討議室
3. 10. 17. 24. 31 日 （木） 病院８階
（18：00～19：00） 討議室
3日

７
消化器外科レクチャー
８
９

10

11

呼吸器内科

3. 10. 17. 24. 31 日 （木） 病院 11 階
（7：30～8：30） 討議室
2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院けやき棟
（16：00～17：00） １階
7. 14. 28 日
4. 11. 18. 25 日
7. 14. 28 日

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院４階
（18：00～19：00） 病歴室討議室
7. 14. 28 日

3. 10. 17. 24. 31 日 （木）
（9：00～
7. 14. 28 日

腎生検カンファレンス

13

泌尿器科症例検討会

14

泌尿器科“Ｊ-Club”

休止

泌尿器科

15 日

16

レントゲンカンファレンス
代謝内分泌内科クリニカル
カンファレンス

（月） ＭＲ棟

（18：30～19：30） ＣＴ読影室

12

15

（月） 病院６階

（13：00～16：00） 討議室

放射線科：症例検討会

腎内症例検討会

（金） 病院Ｂ棟

（7：30～8：00） ８階討議室

術前症例検討会
呼吸器外科・内科・病理

（月） 病院Ｂ棟

（17：00～18：30） ８階討議室

症例カンファレンス
呼吸器外科

（木） 病院３階
（20：00～20：30） 討議室Ａ

カンファレンス
消化器外科症例検討会

開催場所

1. 8. 15. 22. 29 日 （火） 病院 10 階

（カテ・新入院症例検討会）

２

６

開催予定日・時間

）

けやき棟２階
血液浄化療法
部ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室

（月） 病院Ｂ棟３階
（15：30～ ） 討議室Ａ

7. 14. 28 日

（月） 病院Ｂ棟９階

（18：00～20：00） 討議室

（火） 病院Ｂ棟９階
（18：30～19：30） 討議室

原則として毎週月曜日

病院５階

（18：00～19：00） 討議室

テーマ・備考
カテーテル検査・治療症例及び新入院症例の検
討
循環器病学的に興味のある症例の討議
症例検討会（クリニカルカンファレンス）
研究講義等
症例検討会
症例検討会

消化器疾患の治療に関する症例検討

消化器外科手術症例の検討（非手術も含む）
消化器外科の基本知識について講義・討論
（研修医、医員対象）
問題症例の検討
肺癌のステージング
呼吸器外科の手術症例の検討
呼吸器疾患の治療法
呼吸器疾患の手術
組織・生検組織の検討
腎炎・ネフローゼ、急性腎疾患・腎不全症例の
診断・治療
ヒト腎生検における病理組織学的検討
手術申し込み症例、検討すべき症例、病理結果
の確認などを全員で行う。

手術前後、診断の難しい症例のＣＴやＭＲＩ等
の画像を放射線科医とともに議論する。
入院症例の検討
（開催の有無については、当日 17 時までに
029-853-3053 までお問合せください。
）
乳癌ならびに内分泌疾患の直近の手術症例（約

17

乳腺・甲状腺・内分泌外科

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院３階

クリニカルカンファランス

（19：00～20：00） 討議室Ａ

８例）について外科医、放射線科医、病理医が
集い検討する。
参加希望者は 029-853-7840 まで。
連絡先：harahisa@md.tsukuba.ac.jp

1

18

19

リウマチ・膠原病
症例検討会

火曜日

（11：30～12：30）

病院Ｂ棟７階
討議室

膠原病・リウマチの症例検討会
血液内科症例のコンサルテーションを受付けま

血液内科
コンサルテーション

随時

す。Fax にてご連絡ください。
Fax

０２９－８５３－８０７９

血液内科入院症例の症例検討会を行います。

20

血液内科症例検討会

木曜日

ご自由にご参加ください。

（具体的な日程はお問い合わせ 医学学系棟

（事前に電話または Fax でご希望の日に検討会が

ください）

あるかご確認ください。
）

520
（17：00～18：00）

21

精神神経科症例検討会

22

皮膚科臨床検討会

毎月第 3 月曜日

病院７階

（17:30～

） 討議室

3. 10. 17. 24. 31 日 （木） 病院３階
（13：00～14：00） 320 外来

Tel

０２９－８５３－３１２７

Fax

０２９－８５３－８０７９

診断・治療の難しい各種精神疾患の事例検討
皮膚疾患の臨床診断についての検討

病院Ａ棟３階
23

皮膚科組織検討会

3. 10. 17. 24. 31 日 （木）
（17：00～18：00）

元ｽｷﾙｽﾗﾎﾞ室
（共通会議室 皮膚病理組織の検討
及び特別第三
会議室隣）

24

小児科症例検討会

25

小児外科 Up to date

26

27

4. 11. 18. 25 日

（金） けやき棟６階

（17：00～18：30） 大ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室
第１または第３月曜日

学系棟４階談

（18：00～20：00） 話室（420 号室）
1. 8. 15. 22. 29 日 （火）

形成外科
クリニカルカンファレンス

神経内科

4. 11. 18. 25 日

（金）

（17：00～18：00）

28

神経放射線読影会

3. 10. 17. 24. 31 日 （木）
（7：30～9：00）

29

30

31

・ 次週手術予定の手術法、アプローチなどの検討

310 外来

・ 前週手術済みの記録検討

（19：00～20：00） 討議室
1. 8. 15. 22. 29 日 （火）

脳神経外科カンファレンス

筑波脳血管障害
カンファレンス
筑波脳腫瘍病理
カンファレンス

病院８階
801 討議室

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院８階
（7：30～9：00） 801 討議室
原則として第１もしくは

小児外科の臨床と研究

病院３階

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院７階

クリニカルカンファレンス

抄読会及び症例検討会 その他

症例検討会及び抄読会、学会予行など

神経放射線カンファレンス
（随時症例・写真相談持込み可）
脳神経外科カンファレンス
（手術検討・症例検討）

地域医療ｼｽﾃﾑ

第３火曜日
（18：30～20：30）

研究棟１階
筑波大学附属

原則として第４火曜日
（19：00～20：30）

病院３階
Ａ380 討議室
・整形外科領域の TOPICS について毎回２テーマ、

32

整形外科抄読会・
カンファレンス

1. 8. 15. 22. 29 日 （火） 病院６階
（8：00～11：00） 討議室

担当者が３０分程度のプレゼンテーションを行う
・大学病院入院患者についてカンファレンスを
行う
・手術症例の報告を行う

33

眼科
ｸﾘﾆｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ・抄読会

毎週水曜日又は木曜日

病院８階討議室又

（19：00～20：00） は学系棟会議室
2

34

35
36

産婦人科
公開クリニカルカンファレンス
耳鼻咽喉頭頸科

（16：00～18：00） 討議室
第１または第２金曜日

臨床談話会

37

麻酔症例検討会

38

口腔外科症例検討会

４階（483 号室）

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院６階

症例検討会
耳鼻咽喉頭頸科

医学学系棟

年３～４回実施

病院３階

産婦人科日常診療に役立つ内容の公開セミナー

症例検討会
症例検討及び特別講演

（19：15～21：15） 討議室Ａ
2. 9. 16. 23. 30 日 （水） けやき棟３階
（18：30～
4. 11. 18. 25 日

） 視聴覚室
（金） 病院 11 階

（17：30～20：00） 討議室

（日耳鼻学会専門医認定集会）
麻酔問題症例の検討
口腔外科の入院手術症例の検討

演題：総合診療医養成と地域医療の再構築
講師：横谷 省治先生
筑波大学医学医療系 講師 北茨城地域医療教育ステーション
日時：平成28年3月3日（木）18：30～20：30
場所：筑波大学総合研究棟D 公開講義室(1Ｆ)
北茨城市の属する日立医療圏は、県内でも特に医師が少ない地域です。多くの地域で病院医師の不足
が地域医療を困難にしていますが、専門領域のトレーニングを積みたい若手の医師は、教育体制の十分
でない地方病院に赴任したがらないのが実状です。
同様の悩みを抱える北茨城市は、筑波大学総合診療グループと連携して「家庭医療センター」を設置し、
プライマリ・ケアの充実に舵を切りました。臓器別専門医の修練は大病院が有利であるのに対して、総
39

保健・医療・福祉に関する

合診療医は医師の少ない地域で、より力を発揮できる特徴があり、魅力的な研修地になり得ます。始ま

勉強会

ったばかりの北茨城市における総合診療医養成教育と、これから私たちが北茨城市と協力して展開した
い医療、さらには地域創成についてご紹介いたします。
今回の勉強会では、筑波大学 北茨城地域医療教育ステーションの横谷省治先生に「総合診療医養成と
地域医療の再構築」の演題で、お話していただく予定です。今回は、木曜日の開催になります。事前申
し込みの必要はございません。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
この講演会は日本プライマリ・ケア連合学会茨城県支部の後援を受けています。この講演会に参加さ
れますと、日本プライマリ･ケア連合学会 専門医・認定医２単位と認定薬剤師１単位が取得できます。
またフロンティア医科学専攻の医科学セミナー４（高齢者医学）の一部となっています。
連絡先： 筑波大学医学医療系 福祉医療学 柳 久子
TEL＆FAX: 029-853-3496

40

41

精神保健学演習Ⅰ・Ⅱ

救急・集中治療部画像

1. 8. 15. 22. 29 日 （火） 総合研究棟Ｄ
（17:25～19:30） 743 号室

1. 8. 15. 22. 29 日

カンファレンス

(火)

（12：00～13：00）

けやき棟１階
救急部門
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ室

予定を事前に電話でお問い合わせください。
Tel ０２９－８５３－３０９９
症例のⅩ線所見、検討等
参加前にご連絡ください。
Tel

０２９－８５３－３２１０
０２９－８５３－７２８６

放射線画像診断カンファレンス
42

放射線科画像診断

原則として 月・火、木・金

カンファレンス

けやき棟１階

（17：00～18：00） 読影室

（場所・時間など変更のある場合もありますので、
お見えになる前に必ずご連絡ください。
）
Tel

43

院内感染に関する勉強会

病院３階

随時

第１会議室

3

０２９－８５３－３２０５

剖検症例の病理学的検討
44

剖検検討会

2. 9. 16. 23. 30 日 （水） 病院３階
（17：30～19：00） 討議室Ａ

（症例がない場合は行わないことがあります。事
前にご連絡くださるようお願いします。
）
Tel

45
46

つくばブレイン

毎月第２または第３火曜日

サイエンスセミナー
筑波産業医学研究会

健康医科学ｲﾉ

（18：00～20：00） ﾍﾞｰｼｮﾝ棟講堂

０２９－８５３－３７５０

「つくばブレインサイエンス協会」ホームページ
http://www.md.tsukuba.ac.jp/tbsa/

休止

（火曜日）
8 日 臨死期のケア

47

レジデントレクチャー

8. 15 日

（火）

4. 11 日

（金）
(19：00～20：00)

遠隔討議室
（地域医療ｼｽ
ﾃ ﾑ研究棟１
階）

15 日 不整脈 ABC（抗不整脈薬の使い方）
※8 日のみ場所はシミュレーションラボになりま
す。
（金曜日）
4 日 せん妄に気付く-診断と対応のポイント
11 日 嚥下障害の診方：ベッドサイド評価から嚥
下造影、内視鏡検査

4

