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【会場】札幌市教育文化会館	 http://www.kyobun.org	 

	 	 	 	 札幌市中央区北 1条西 13丁目, TEL: (011) 271-5821 

【主催】日本外科教育研究会	 (JASE: Japanese Association for Surgical Education) 

	 	 	 	 	 	 	 	 事務局：北海道大学医学部	 消化器外科学分野Ⅱ	 

	 【Web Site】	 http://www.surgicaleducation.jp  

 

 
  



【3rd Surgical Education Summit 全体プログラム】 
 
1 日目：7 月 9 日（土）	 
[9:00 - 9:30] 	 	 :	 ワークショップ受付	 （４F	 講堂前）	 

[9:30 - 11:45]	 	 :	 グループワークショップ「Fundamentals of Surgical Education」	 

＊希望者のみ参加	 （４F	 401会議室）	 

[12:00 - 13:00]	 :	 執行部会議（４F	 401会議室）	 

[13:10 - 13:20]	 :	 開会式	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ここまで昼軽食時間も兼ねる	 

[13:30 - 17:15]	 :	 Keynote lecture＋発表（４F	 講堂）	 

[17:15 - 17:30]	 :	 JASE専門委員会報告＋アンケート	 

[17:30 - 17:45]	 :	 Satoko and Richard Ingram McGill Surgical Education Scholarship留学報告 

[17:45 - 17:55]	 :	 初日閉会の挨拶、懇親会案内	 

[18:00 - 18:15]	 :	 記念撮影	 

[18:30 ]	 	 	 	 	 	 	 :	 懇親会会場へバス移動	 

[19:00 - 21:00]	 :	 懇親会	 

 

2 日目：7 月 10 日（日）	 

[9:30 - 11:45]  Keynote lecture＋発表（４F	 講堂）	 

[11:50 - 12:00] 閉会の挨拶＋アンケート回答	 

	 

[企業展示]	 4F	 402 講堂	 

7月 9日	 （土）	 12:00 – 17:30	 

7月 10日（日）	 9:00 – 11:45  



7月 9日（土）	 
	 

1.  [9:30 - 11:45] グループワークショップ	 （４F	 401会議室）	 

「Fundamentals of Surgical Education」＊希望者のみ参加	 	 

	 	 	 	 [ワークショップテーマ]	 

①	 9:30 - 10:35	 	 「外科研修・トレーニングカリキュラムの作成と導入法」	 

	 講師：倉島庸（北海道大学	 クリニカルシミュレーションセンター	 准教授）	 

	 	 	 	 	 ②	 10:40 - 11:45	 「外科教育研究デザイン」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 講師：渡邊祐介（北海道大学	 消化器外科Ⅱ）	 

	 

2. [12:00 - 13:00] :	 執行部会議	 （４F	 401会議室）	 
	 	 	 	 審議内容：各専門委員会の共同研究進捗状況、本会の将来構想などについて	 

	 

3. [13:10 - 13:20]	 :	 開会式	 （４F	 講堂）	 
Ø 開会の挨拶	 (	 Surgical Education Summit開催の背景	 )	 

	 	 伊藤雅昭（国立がん研究センター東病院	 大腸外科	 科長）	 

Ø Surgical Education Summit	 今年度のプログラム概要説明	 

倉島庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター	 准教授）	 

 
4. [13:30 - 14:00] アメリカ外科教育学会紹介と本年度参加報告	 

〈目的〉	 

日本外科教育研究会がモデルとする、アメリカ外科教育学会の本年度学術総会

2016 Surgical Education Weekの演題内容、ワークショップ内容および参加報告から、

北米外科教育の方向性を理解する	 

〈スケジュール〉	 

13:30 - 13:50  Lecture + report  

「アメリカ外科教育学会の概要と本年度の学会参加報告」	 

サシーム・バウデル（製鉄記念室蘭病院	 外科）	 

13:50 - 14:00	 質疑応答	 

	 

	 



5. [14:00 - 15:00]	 手術手技指導方法	 
〈目的〉	 

手術指導方法についての欧米モデルの提示および国内施設の具体的な取り組みを

題材に、理想的な手術指導方法について議論する	 

〈スケジュール〉	 

14:00-14:15  Mini Lecture 「手術指導	 〜From Knowledge to Practice〜」	 

渡邊祐介（北海道大学	 消化器外科Ⅱ）	 

14:20 - 14:35	 発表「技術認定医取得を目指した手術指導」	 

羽田智則（倉敷成人病センター	 婦人科）	 

14:35 – 14:50 	 総合討論	 

	 

14:50 – 15:00 休憩	 
	 

6. [15:00 - 16:15]	 外科教育・トレーニングにおける評価方法	 
〈目的〉	 

外科教育における評価の役割を理解し、実際の外科教育・トレーニングにおける

評価法の開発や評価手法について学ぶ	 

〈スケジュール〉	 

15:00 - 15:15	 	 	 	 Mini Lecture	 「評価について学ぶ人のために」	 

渡邊祐介（北海道大学	 消化器外科Ⅱ）	 

     15:15 - 15:30	 発表「自己評価，他己評価を用いた研修医に対するスーチャリング	 

	 	 	 	 	 トレーニングの試み」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 藤井秀則（福井赤十字病院	 外科）	 

 15:30 - 15:45	 発表「レジデントの技術評価について」	 

	 	 	 	 	 	 	 	 西澤祐吏（国立がん研究センター東病院	 大腸外科）	 

 15:45 - 16:00	 発表「チェックリストによる評価およびフィードバックを基盤とし	 

 た腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術教育」	 

サシーム・バウデル（製鉄記念室蘭病院	 外科）	 

 16:00 - 16:15	 総合討論	 

	 

	 

	 



7. [16:15 - 17:15]	 外科シミュレーショントレーニング	 
〈目的〉	 

シミュレーターを使った外科トレーニングの手法や技能評価法を学ぶ	 

〈スケジュール〉	 

16:15 - 16:30	 	 	 Mini Lecture	 「外科教育におけるシミュレーショントレーニング	 

の役割」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 倉島庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター）	 

16:30 - 16:45	 発表「高品質腹腔シミュレーターを用いた実践的内視鏡手術トレー 

ニングの試み」	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 磯部陽（国立病院機構東京医療センター	 外科）	 

16:45 - 17:00	 発表「実態臓器モデルを用いた腹腔鏡手術術前教育システムの 

	 	 構築：ラパヘルを基準として」西原佑一（国立病院機構東京医療センター	 外科）	 

17:00 - 17:15	 総合討論	 	 

	 

8. [17:15 - 17:30]	 JASE専門委員会からの連絡およびアンケート	 	 

 

9. １日目まとめ	 
  	  17:30 - 17:45	 留学報告   

     1). Satoko and Richard Ingram McGill Surgical Education Scholarship 

	 	 	   McGill大学外科教育留学開始報告（遠藤悟史：ビデオレター）	 

	 	 	 	  2). Indiana大学外科教育留学開始報告（溝田知子：ビデオレター）	 

	 	  17:45 - 17:55  初日閉会の挨拶、懇親会案内	 	 	 	 山本学（足立共済病院	 院長）	 

	 	  18:00 - 18:15	 	 記念撮影	 

	 	 	 	 18:30      	 懇親会会場へバス移動	 

  	  19:00 - 21:00  懇親会	 

	 	 



7月 10日（日）（４F	 講堂）	 

	 

10. [9:30 - 10:30]	 	 卒前・卒後外科研修カリキュラム開発	 

〈目的〉	 

カリキュラムの構成要素を理解し、作成・実施方法を学ぶ	 

9:30 - 9:45  Keynote Lecture「カリキュラム開発の基本と外科研修への導入」	 

倉島庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター）	 

9:45 - 10:00  発表「当院における初期研修医への縫合実習の取り組み」	 

関谷翔（手稲渓仁会病院	 外科）	 	 

10:00 - 10:15  発表「北海道大学医学部外科臨床実習カリキュラムの現状と展望」	 

村上壮一（北海道大学医学研究科	 医学教育推進センター）	 	 

10:15 - 10:30	 総合討論	 

	 

10:30 – 10:40 休憩	 
	 

11. [10:40 - 11:50]	 	 外科教育研究	 

〈目的〉	 

外科分野における教育研究の背景と現状を理解し、外科教育の研究テーマ選択、

研究デザイン方法を学ぶ	 	 

10:40 - 11:00  Keynote Lecture「外科教育研究を始めよう」	 

倉島庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター）	 

11:00 - 11:15  発表「Advanced Laparoscopic Skills Curriculumの開発と妥当性研究」 

渡邊祐介（北海道大学	 消化器外科Ⅱ）	 

11:15 - 11:30  発表「Delphi法を用いた腹腔鏡下胃切除技能評価スケール開発」	 

倉島庸（北海道大学クリニカルシミュレーションセンター）	 

11:30 - 11:45	 総合討論	 

	 

12. [11:50 - 12:00] 閉会式（４F	 講堂）	 

11:50 - 11:55	 閉会の言葉	 （倉島庸）	 

11:55 – 12:00	 3rd SESアンケート回答後解散	 	 	 	 	 	 


