
 ※ 診療衣（白衣）着用のプログラムについては下線で表示

1日目（月） 2日目（火） 3日目（水） 4日目（木） 5日目（金）

午前 集合・受付（ACC紹介DVD上映） 集合・受付 集合・受付 集合・受付 集合・受付・移動

　　09:00（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室）

オリエンテーション 性感染症 血友病の基礎と合併症 ニューモシスチス肺炎 女性・小児とHIV感染症

　　09:10 - 09:30（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室）

　　研修相談係 　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師

イントロダクション

　　09:30 - 09:50（会議室） 抗HIV薬による感染予防（PEP/PrEP） ヘルペスウイルスによる合併症 抗酸菌感染症（TB/NTM） HIV感染症診療における心理士の役割

　　ACCセンター長 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室）

　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師 　　心理療法士

HIV感染症の基礎

　　10:00 - 11:00（会議室）

　　ACC医師 「患者の体験に学ぶ」 ケーススタディ 中枢神経疾患（Toxo/Crypto/PML/脳症） 血液曝露事故の管理者対応

　　11:00 - 11:40（会議室） 　　11:00 - 12:00（会議室） 　　11:00 - 11:50（会議室） 　　11:00 - 11:50（会議室）

抗HIV薬の基礎・薬剤師の役割 　　CN 　　ACC医師 　　ACC医師 　　臨床研究開発部長

　　11:10 - 12:10（会議室）

　　薬剤師

　　 総括/質疑応答/修了証授与

昼食 　12:00 - 13:00（会議室）

休憩

午後 集合・移動

HIV感染症診療における社会資源の活用 HIV感染症の検査と告知 ケーススタディ ケーススタディ

　　13:00 - 13:50（会議室） 　　12:30 - 13:20（会議室） 　　13:00 - 14:00（病棟カンファレンス室） 　　12:50 - 14:50（会議室）

 　　社会福祉士 　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師

HIV感染症診療における看護師の役割 薬害被害の現状と課題 入院カンファレンス

　　14:00 - 14:40（会議室） 　　13:30 - 13:50（会議室） 　　14:00 - 15:00（病棟カンファレンス室）

　　看護支援調整職 　　患者支援調整職 　　ACC医師

ケーススタディ（初診～抗HIV療法導入） 外来カンファレンス 肝炎

　　14:50 - 16:50（会議室） 　　14:00 - 14:45（会議室） 病棟回診 　　15:00 - 15:50（会議室）

　　ACC医師/薬剤師/CN 　　外来担当医師，CN，外来看護師 　　15:00 - 15:30（病棟） 　　ACC医師

　　ACC医師

社会福祉法人はばたき福祉事業団講義

　15:00 - 17:00（会議室） ピアサポート 血液合併症（Lymphoma, Leukemia, ITP）

外来見学 　　はばたき福祉事業団講師 　　16:00 - 17:00（会議室） 　　16:00 - 17:00（会議室）

　　17:00 - 17:15（専門外来） 　　ぷれいす東京講師 　　ACC医師

　　外来看護師

　12:10 - 13:00 　11:40 - 12:30 　12:00 - 13:00 　11:50 - 12:50

2018年度 1週間コース（医師） プログラム



 ※ 診療衣（白衣）着用のプログラムについては下線で表示

1日目（月） 2日目（火） 3日目（水） 4日目（木） 5日目（金）

午前 集合・受付（ACC紹介DVD上映） 集合・受付 集合・受付 集合・受付 集合・受付・移動

　　09:00（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室）

オリエンテーション 性感染症 血友病の基礎と合併症 ニューモシスチス肺炎 女性・小児とHIV感染症

　　09:10 - 09:30（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室）

　　研修相談係 　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師

イントロダクション

　　09:30 - 09:50（会議室） 抗HIV薬による感染予防（PEP/PrEP） ヘルペスウイルスによる合併症 抗酸菌感染症（TB/NTM） HIV感染症診療における心理士の役割

　　ACCセンター長 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 10:50（会議室）

　　ACC医師 　　ACC医師 　　ACC医師 　　心理療法士

HIV感染症の基礎

　　10:00 - 11:00（会議室）

　　ACC医師 「患者の体験に学ぶ」 ケーススタディ 中枢神経疾患（Toxo/Crypto/PML/脳症） チーム医療の実際（症例検討）

　　11:00 - 11:40（会議室） 　　11:00 - 12:00（薬剤部） 　　11:00 - 11:50（会議室） 　　11:00 - 11:50（会議室）

抗HIV薬の基礎・薬剤師の役割 　　CN 　　薬剤師 　　ACC医師 　　医師/CN/病棟看護師/心理士/薬剤師

　　11:10 - 12:10（会議室）

　　薬剤師

　　 総括/質疑応答/修了証授与

昼食 　12:00 - 13:00（会議室）

休憩

午後

HIV感染症診療における社会資源の活用 HIV感染症の検査と告知 病棟実習 ケーススタディ

　　13:00 - 13:50（会議室） 　　12:30 - 13:20（会議室） 　　13:00 - 14:00（病棟） 　　12:50 - 14:50（会議室）

 　　社会福祉士 　　ACC医師 　　薬剤師 　　ACC医師

HIV感染症診療における看護師の役割 薬害被害の現状と課題 入院カンファレンス

　　14:00 - 14:40（会議室） 　　13:30 - 13:50（会議室） 　　14:00 - 15:00（病棟カンファレンス室）

　　看護支援調整職 　　患者支援調整職 　　病棟担当医師

ケーススタディ（初診～抗HIV療法導入） 外来カンファレンス 肝炎

　　14:50 - 16:50（会議室） 　　14:00 - 14:45（会議室） 病棟回診 　　15:00 - 15:50（会議室）

　　ACC医師/薬剤師/CN 　　外来担当医師，CN，外来看護師 　　15:00 - 15:30（病棟） 　　ACC医師

　　病棟担当医師

社会福祉法人はばたき福祉事業団講義

　15:00 - 17:00（会議室） ピアサポート 血液合併症（Lymphoma, Leukemia, ITP）

外来見学 　　はばたき福祉事業団講師 　　16:00 - 17:00（会議室） 　　16:00 - 17:00（会議室）

　　17:00 - 17:15（専門外来） 　　ぷれいす東京講師 　　ACC医師

　　外来看護師

2018年度 1週間コース（薬剤師） プログラム

　12:10 - 13:00 　11:40 - 12:30 　12:00 - 13:00 　11:50 - 12:50



 ※ 診療衣（白衣）着用のプログラムについては下線で表示

1日目（月） 2日目（火） 3日目（水） 4日目（木） 5日目（金）

午前 集合・受付（ACC紹介DVD上映） 集合・受付 集合・受付 集合・受付 集合・受付・移動

　　09:00（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室） 　　08:55（会議室）

オリエンテーション 性感染症 血友病の基礎と合併症 療養支援③　面接の技術 女性・小児とHIV感染症

　　09:10 - 09:30（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室） 　　09:00 - 10:00（会議室） 　　09:00 - 09:50（会議室）

　　研修相談係 　　ACC医師 　　ACC医師 　　看護支援調整職 　　ACC医師

イントロダクション

　　09:30 - 09:50（会議室） 抗HIV薬による感染予防（PEP/PrEP） 日和見感染症の看護 コーディネーターナース活動見学 HIV感染症診療における心理士の役割

　　ACCセンター長 　　10:00 - 10:50（会議室） 　　10:00 - 11:00（病棟カンファレンス室） 　　10:00 - 13:00（外来・相談室他） 　　10:00 - 10:50（会議室）

　　ACC医師 　　病棟看護師 　CN 　　心理療法士

HIV感染症の基礎

　　10:00 - 11:00（会議室）

　　ACC医師 「患者の体験に学ぶ」 病棟看護の実際（病棟見学・質疑応答） チーム医療の実際（症例検討）

　　11:00 - 11:40（会議室） 　　11:00 - 13:00（病棟カンファレンス室） 　　11:00 - 11:50（会議室）

抗HIV薬の基礎・薬剤師の役割 　　CN 　　病棟看護師 　　医師/CN/病棟看護師/心理士/薬剤師

　　11:10 - 12:10（会議室）

　　薬剤師

　　 総括/質疑応答/修了証授与

昼食 　12:00 - 13:00（会議室）

休憩

午後

HIV感染症診療における社会資源の活用 HIV感染症の検査と告知 ケースカンファレンス

　　13:00 - 13:50（会議室） 　　12:30 - 13:20（会議室） 　　14:00 - 16:00（会議室）

 　　社会福祉士 　　ACC医師 　　CN

HIV感染症診療における看護師の役割 薬害被害の現状と課題 療養支援①　患者教育/服薬支援 　　※所属する施設の症例カンファレンス

　　14:00 - 14:40（会議室） 　　13:30 - 13:50（会議室） 　　14:00 - 14:50（病棟面談室） 　　　　各研修者・CNと意見交換を行う

　　看護支援調整職 　　患者支援調整職 　　病棟看護師／CN

ケーススタディ（初診～抗HIV療法導入） 外来カンファレンス

　　14:50 - 16:50（会議室） 　　14:00 - 14:45（会議室） 療養支援②　サポート形成支援/連携・調整

　　ACC医師/薬剤師/CN 　　外来担当医師，CN，外来看護師 　　15:00 - 15:50（会議室）

　　CN

社会福祉法人はばたき福祉事業団講義

　15:00 - 17:00（会議室） ピアサポート 病棟・外来の看護

外来見学 　　はばたき福祉事業団講師 　　16:00 - 17:00（会議室） 　　16:00 - 17:00（会議室）

　　17:00 - 17:15（専門外来） 　　ぷれいす東京講師 　　外来師長

　　外来看護師

2018年度 1週間コース（看護師） プログラム

　12:10 - 13:00 　11:40 - 12:30 　13:00 - 14:０0 　13:00 - 14:00


