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【日本外科教育研究会主催 7th Web-SES 2021 全体プログラム】
2 月 27 日（土）
［13：00 - 13：10］開会式
［13：10 - 13：42］コロナ禍の学生教育 1
［13：50 - 14：22］コロナ禍の学生教育 2
［14：30 - 15：18］指導・トレーニング
［15：30 - 16：00］特別講演
［16：10 - 16：42］評価法
［16：50 - 17：06］コロナ禍のリクルート
［17：10 - 17：42］事例検討・取り組み
［17：50 - 18：00］閉会式
※セッション間は調整・休憩時間となります

【日本外科教育研究会主催 7th Web-SES 2021 プログラム】
［13：00 - 13：10 ］開会式
研究会顧問挨拶：平野

代表世話人挨拶：倉島

聡（北海道大学医学研究院 消化器外科学教室Ⅱ）

庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター）

１. ［13：10 - 13：42 ］コロナ禍の学生教育 1
座長：安部
高見

崇重（北海道大学
秀樹（名古屋大学

泌尿器科）

消化器外科２）

（1）コロナ禍における新潟大学産婦人科臨床実習の取り組み

磯部

真倫（新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科）

村上

壮一（北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室 II ）

木村

友和（筑波大学 腎泌尿器外科）

福本

将之（長崎大学大学院

（2）床に臨まない臨床実習なんてあり得ない !! - COVID-19 への挑戦、消化器外科バーチャル臨床実習
（3）オンライン併用の泌尿器科クリニカルクラークシップ

（4）超一流の外科医を目指す 4 年目外科医による初めての外科教育
〜COVID-19 禍での完全オンライン縫合実習〜

移植・消化器外科）

２. ［13：50 - 14：22］コロナ禍の学生教育 2
座長：肥田
野間

侯矢（京都大学

和広（岡山大学

消化管外科）

消化器外科）

（1）コロナ時代の外科教育；オンラインでどのように外科系臨床実習を行うか？
山根

裕介（長崎大学病院 腫瘍外科）

井平

圭（北海道大学病院 婦人科）

（2）コロナ禍のオンライン実習〜北海道大学産婦人科の場合〜

（3）手術シミュレーション実習が医学生の外科志望に与える影響

井上健太郎（関西医科大学

（4）コロナ禍における、外科臨床実習に対する教育ニーズ・アセスメント

外科学講座）

〜制限された教育環境は、医学生の教育需要を変化させるか？〜
堀

周太郎（慶應義塾大学医学部外科学教室）

３. ［14：30 - 15：18］指導・トレーニング
座長：藤原
磯部

理朗（高松赤十字病院
真倫（新潟大学

外科 ）

産婦人科）

（1）オープンウィンドウ 64（OW64）を用いた当院の婦人科内視鏡手術トレーニング
（2）腹腔鏡下ヘルニア修復術の修練法と指導法

黒田

浩（石心会 川崎幸病院 婦人科）

谷岡

利朗（総合病院土浦協同病院 消化器外科）

（3）自作手術シミュレーター「ウテリちゃん」を用いた修練医指導プログラムの効果
今井

賢（自治医科大学附属さいたま医療センター）

（4）修練の「見える化」を意識した腹腔鏡下大腸切除術の執刀に向けたプログラム
（5）肝胆膵外科高度技能専門医取得に向けた指導法
（6）医学生の外科手技習得向上のための教育連携の取組

大原

佑介（筑波大学 消化器外科）

内田洋一朗（京都大学
鳥居

肝胆膵・移植外科）

暁子（慶応義塾大学病院 整形外科）

４. ［15：30 - 16：00］特別講演
COVID 禍でもオンラインで外科の学びを活性化する：医学生の勉強会から学会運営まで
座長：倉島
演者：今村

庸（北海道大学 クリニカルシミュレーションセンター）
清隆（手稲渓仁会病院 外科）

５. ［16：10 - 16：42］評価法
座長：家入
西澤

里志 ( 鹿児島大学

小児外科 )

祐吏 ( 国立がん研究センター東病院

大腸外科 )

（1）内視鏡外科手術における AI 自動技術評価システムの開発
（2）手術動画のみで評価する手術技術評価ツールの検討

竹中
井垣

慎（国立がん研究センター東病院）
尊弘（国立がん研究センター東病院 手術機器開発室）

（3）若手外科医教育のための腹腔鏡下 S 状結腸切除術評価尺度の開発と妥当性・信頼性の検証

中山祐次郎（福島県立医科大学 低侵襲腫瘍制御学講座）

（4）ドライボックストレーニングにおける Web 評価の試み

羽田

智則（倉敷成人病センター）

６. ［16：50 - 17：06］コロナ禍のリクルート
座長：金田
西原

悟郎 ( 相模原病院 )

佑一 ( 東京医療センター

外科 )

（1）外科学部門で取り組む臨床実習とリクルート
（2）オンラインによる外科専攻医リクルート活動の経験

木村

隆（福島県立医科大学 外科研修支援担当）

鈴木

研裕（聖路加国際病院 外科専門研修管理委員会）

金田

悟郎（独立行政法人国立病院機構相模原病院 外科）

岡田

倫明（京都大学 消化管外科）

金城

達也（琉球大学 消化器腫瘍外科）

田澤

賢一（新潟県厚生連 糸魚川総合病院 外科）

７. ［17：10 - 17：42］事例検討・取り組み
座長：山本
渡邊

学（足立共済病院）

祐介（北海道大学

消化器外科Ⅱ）

（1）『良質な医師を育てる研修』の教育と課題
（2）カダバートレーニングを主催して

（3）GRIT（Grand Ryukyu Inter-hospital Team）による技術認定取得の取り組みについて
（4）JSES 技術認定医取得前後で外科医の手術手技、周囲環境には何が起こるのか？

［17：50 - 18：00］閉会の挨拶

お知らせ：Zoom 写真撮影／アンケート回答のお願い／ 9 月 18 - 19 日 SES 札幌オンサイト開催のお知らせ
研究会顧問挨拶：小西

靖彦（京都大学医学研究科 医学教育・国際化推進センター、日本医学教育学会理事長）

［アンケートフォーム］

https://forms.gle/agbBmWj6L7LViurb9

（右記 QR コードからもアクセス可能です）

