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Ⅰ: 呼吸器内科の醍醐味を知る呼吸器漬けの1日!!

Ⅱ: 同じ志の仲間と激しく討論、体で学ぶ超実践プログラム!!

Ⅲ: 福井県下のスーパー指導医が結集!!

熱い指導で面白さが違う!!
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≪問い合わせ≫
福井大学医学部第3内科（呼吸器内科） 福井呼吸器フェローシップセミナー事務局
TEL:0776-61-8355

第6回福井呼吸器

フェローシップセミナー

第6回福井呼吸器

フェローシップセミナー
日時: 2019年 10月 5日(土)

10時受付開始 10時15分開会

会場 : 福井大学医学部附属病院

メディカルシミュレーションセンター

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 電話0776-61-3111

呼吸器内科に興味を持つ

研修医のためのセミナー！！
～呼吸器の醍醐味を体験してみないか!!～
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今年も
やります

今年は
大学で!!

対象：初期研修医 参加費：無料！！



＜2019年10月5日＞

10:00〜 10:15 受付（1階 入り口横）

10:15〜 10:45 開会・画像供覧

10:45〜 12:55 ワークショップA︓吸入療法・画像読影
（60分×2+休憩10分＝130分）

13:00〜14:15 昼食(施設紹介・懇親会） （75分）

14:30〜 17:00 ワークショップB︓ NIPPV/NHF・気管支鏡
（70分×2+休憩10分＝150分）

17:30〜18:00 テスト解説・アンケート・記念撮影・閉会式

第6回福井呼吸器フェローシップセミナー プログラム

会場 :会場 : 福井大学医学部附属病院 メディカルシミュレーションセンター

〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

電話0776-61-3111



時刻
時間
（分）

項目 内容 担当 場所

10:00~10:15 15 受付 受付 Ns
1階

入り口横

10:15~10:30 15

オープニ
ング

開会あいさつ・趣旨説明
チューター紹介・参加者自己紹介

プレテスト

石塚
園田

2階
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（1-3）

10:30~10:45 15 画像供覧
2階

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（1-3）

10:45~12:55

130

（60×2）
＋休憩
計10分

WSA-① 吸入療法 佐藤
1階

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
（2）

WSA-② 画像読影 村田

2階
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（1-3）

13:00~14:15 75 昼食
昼食

（施設紹介5分×4・懇親会）

2階
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（1-3）

－ Time Table －
2019年10月5日（土曜日）

開会のあいさつ︓⽯塚 全先生（福井大学）

総合司会︓園⽥智明先生（福井大学）

趣旨説明︓園⽥智明先生（福井大学）

チューター紹介・参加者自己紹介（各施設）

ワークショップA 10:45〜 12:55 （60分×2+休憩10分＝130分）
①吸入療法 ②画像読影

ＷＳ① 吸入療法 （担当︓福井大学）
ＷＳ② 画像読影 （担当︓福井県済生会病院）



時刻
時間
（分）

項目 内容 担当 場所

14:30〜
17:00        

（各ワークショッ
プ毎に10分休
憩を含む）

150

（70×2）
＋休憩
計10分

WSB-① NIPPV/NHF 中嶋
1階

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
（1）

WSB-② 気管支鏡 安斎
1階

ｳｴｯﾄﾗﾎﾞ

17:00〜
17:30

WSB フリータイム

17:30〜
17:50

20
テスト解説・
アンケート

テスト解説とアンケート 未定
2階

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
（1-3）

17:50〜
18:00

10
クロージン

グ
閉会挨拶
記念撮影

石塚

全体の司会進⾏︓園⽥智明先生

ワークショップＢ 14:30〜 17:00 （ 70分×2+休憩10分＝150分）
①NIPPV/NHF ②気管支鏡

ＷＳ① NIPPV/NHF （担当︓福井県赤十字病院）
ＷＳ② 気管支鏡 （担当︓福井大学）

テスト解説・アンケート︓未定

閉会のあいさつ︓⽯塚 全先生（福井大学）



開催日 ︓2019年10月5日（土）

会 場 ︓ 福井大学医学部附属病院 メディカルシミュレーションセンター
〒910-1193 福井県吉⽥郡永平寺町松岡下合月23-3
電話0776-61-3111

集合時間 ︓2019年10月5日（土）10:00〜10:15受付 10:15開会

応募資格 ︓2019年度 初期研修医
福井県内の研修施設、大学への所属は問わない

応募人数 先着30名

受付締切 ︓2019年8月30日（⾦）まで

参加費用 ︓無料（交通費のみご負担ください）

食 事 ︓昼食（懇親会）
※昼食はご用意させていただきます
※タクシー、公共交通機関等、自家用⾞での乗り合わせで御参加ください
※駐⾞券については補助を検討中です

服 装 ︓ラフ過ぎない、研修を受けるのにふさわしい服装

注意事項 ︓自家用⾞で会場までお越しいただく際には乗り合わせでご来場ください。

問合せ先 福井大学医学部 第3内科 担当 園⽥ 智明
TEL︓0776-61-8355

福井赤十字病院 呼吸器科 担当 赤井 雅也
FAX︓0776-36-4133

福井県済生会病院 呼吸器内 担当 白﨑 浩樹
FAX︓0776-28-7754

福井県⽴病院 呼吸器科 担当 山口 航
FAX︓0776-57-2945

第5回福井呼吸器フェローシップセミナー 開催要項



第６回福井呼吸器フェローシップセミナー申込書

氏 名

ふりがな

卒業年
出身大学 平成 年卒 (卒後 年目) 大学

所属施設

所属施設の

住所

電話番号

FAX

〒

☎

FAX

E-mail
(基本の連絡用)

携帯電話
(緊急の連絡用)

＜送付先＞
福井大学医学部第３内科 FAX : 0776-61-8111 

※福井呼吸器フェローシップセミナー協力施設
福井大学医学部第３内科 担当園田智明

福井赤十字病院呼吸器科 担当赤井雅也

福井県済生会病院呼吸器内科 担当白﨑浩樹

福井県立病院 呼吸器内科 担当山口航
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