
院内にローソン•タリーズコーヒーがありますのでご利用ください。

カテゴリ 部　門 タイトル 企画サマリー 要予約 No.  10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30

医師

救急診療科

トリアージを学ぼう　－選ぶのはキミだ！－ トリアージの 4 色のカテゴリーで治療開始の順番を決定する方法を教えます。優秀者には景品も！ ◎ 1

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
（
10
時
開
始
）

1-A (8名) 1-B (8名) 1-C (8名) 1-D (8名) 1-E (8名) 1-F (8名) 1-G (8名)

ドクターヘリがやってくる（緊急出動の場合は中止になります） 屋上のヘリポートで、ドクターヘリの離着陸を間近で見ることができます。ヘリ内部見学 · 写真撮影可。 ◎ 2 2-A (50名) 2-B (50名)

高校生○×クイズ in 大阪急性期　～今日体験したことを思い出して、豪華商品をゲットしよう～ 答えは２択。最後まで残れば商品ゲット。途中で間違えても敗者復活戦のチャンスもあります。 — 3 フリー
（16:30 まで）

ＤＭＡＴ出動せよ！　～そのための準備は災害が来るまで待っとけない～ 災害時派遣医療チームとして出動可能な装備を身につけて、その使命を理解してみましょう。写真撮影 OK ！ ◎ 4 4-A (8名) 4-B (8名) 4-C (8名) 4-D (8名)

呼吸器内科・外科 肺の中をのぞいてみよう！酸素を吸ってみよう！胸腔をのぞいてみよう！ 気管支鏡や胸腔鏡で胸の中を探検してみましょう。酸素を吸ってその働きを知りましょう。 ◎ 5 5-A (6名) 5-B (12名) 5-C (12名) 5-D (12名) 5-E (12名) 5-F (6 名)

消化器内科 からだの中をみてみよう！ 内視鏡ってどんなふうにみえるの？　内視鏡でどんなことができるの？ ◎ 6 6-A (6名) 6-B (6名) 6-C (6名) 6-D (6名) 6-E (6名)

心臓内科（協力：画像診断科） 冠動脈血管内治療体験　～だれでもできる！冠動脈形成術を体験し、実感してみよう！～ スライドによる講義のあと、アンギオ室を見学、冠動脈形成術を実体験します。体験の様子はポラロイド写真でプレゼント！ ◎ 7 7-A (12名) 7-B (12名) 7-C (12名) 7-D (12名)

腎臓・高血圧内科 「腎臓の不思議」を探検！　～腎生検と透析を体験しよう ! ～ 実際に腎生検で使用する針を使って穿刺を体験してみよう！オレンジジュースや牛乳で透析体験！ ◎ 8 8-A (10名) 8-B (10名) 8-C (10名)

消化器外科・小児外科 外科手術にチャレンジ！ 実際の手術に用いる器具やコンピューターシミュレーションを使って外科医を体験！ ◎ 9 9-A (6名) 9-B (6名) 9-C (6名) 9-D (6名)

脳神経外科 君もマイクロサージャリーに挑戦！　～脳神経外科手術のシミュレーションだ！～ 顕微鏡下に極細人工血管を使用して 10-0 ナイロン糸で模擬血管再建術を体験しよう！ ◎ 10 10-A (3名) 10-B (3名) 10-C (3名) 10-D (3名)

整形外科 人工関節って？　－ひざが痛くて歩けなかった患者さんが、すたすた歩ける！－ 最先端のナビゲーションを使用した人工膝関節手術を体験しよう ◎ 11 11-A (8名) 11-B (8名) 11-C (8名)

泌尿器科・手術室 ・臨床工学機器室 手術室内を見学し、ロボット手術を体験しよう！ これであなたも医龍の一員？　手術シミュレーターでダヴィンチ手術と腹腔鏡手術を体験しよう！ ◎ 12 12-A (10名) 12-B (10名) 12-C (10名)

眼科 目の中を見てみませんか＋細い針で縫ってみませんか 細隙灯顕微鏡を使用して水晶体を中心に眼の前半部を立体的に見てみよう！眼科手術用縫合糸を用いて縫合してみよう！ ◎ 13 13-A (6名) 13-B (6名) 13-C (6名)

放射線治療科 からだにやさしい放射線治療の体験　～最新の画像誘導放射線治療を体験しよう～ 放射線治療の計画から照射まで、最新の画像誘導放射線治療が体験できる！ ◎ 14 14-A  (10名)

病理科 がんを顕微鏡でみてみよう　～病理ってなあに？～ 病理診断の実際を講義と実習で体験！ ◎ 15 15-A (10名) 15-B (10名)

歯科医師 障がい者歯科 歯科治療にチャレンジ！ 実際に使用している機械や材料を用いて、人工歯を削って充填してみよう！ ◎ 16 16-A (6名) 16-B (6名) 16-C (6名) 16-D (6名)

医師・栄養士 糖尿病内分泌内科・栄養管理室 サイダーを飲んで血糖値をはかってみよう！栄養に関するクイズに挑戦！ 口から栄養が摂れなくなったらどうする？病気になったらどんな食事をすればいい？災害時の食事は？ — 17 フリー

診療放射線技師 画像診断科 Radiation Tour　～撮ってみよう！レントゲン・CT・MRI ～ 画像診断科の撮影室を見学し、レントゲン・CT・MRI の撮影を体験してみよう！ ◎ 18 第 1 班 18-A (8名) 第 3 班 18-C (8名) 第 5 班 18-E (8名)
第 2 班 18-B (8名) 第 4 班 18-D (8名) 第 6 班 18-F (8名)

臨床  
検査技師 臨床検査科

クイズ！臨床検査　～臨床検査の世界へようこそ！～ 臨床検査技師の業務内容をクイズとパネルで楽しく学ぼう！臨床検査に関する質問にもお答えします。 — 19 フリー フリー

臨床検査スペシャリストコース　～臨床検査技師の仕事を体験してみよう！～ 超音波・心電図・血液型・血糖測定を実際に体験しよう！！ ◎ 20 20-A (6名) 20-B (6名) 20-C (6名) 20-D (6名)

臨床工学技士 臨床工学機器室 臨床工学技士の仕事を体験しよう！　～実際の医療機器を体験してみよう～ 人工呼吸器や心電図モニタの装着、人工心肺装置の操作を体験しよう！ ◎ 21 21-A (8名) 21-B (8名) 21-C (8名) 21-D (8名) 21-E (8名)

理学療法士

リハビリテーション科

リハビリテーションの仕事を体験しよう！　～理学療法（PT）編～ 関節可動域検査や筋力強化訓練を実際に見て行い、理学療法の仕事を体験しよう！ ◎ 22 22-A (8名) 22-B (8名) 22-C (8名) 22-D (8名)

作業療法士 リハビリテーションの仕事を体験しよう！　～作業療法（OT）編～ 治療の模擬体験と補装具作成、環境制御機器体験をしよう！ ◎ 23 23-A (8名) 23-B (8名) 23-C (8名) 23-D (8名)

言語聴覚士 リハビリテーションの仕事を体験しよう！　～言語聴覚療法（ST）編～ チーム対抗伝達ゲーム、嚥下障害の体験を通じて言語聴覚士の仕事について知ろう！ ◎ 24 24-A (8名) 24-B (8名) 24-C (8名) 24-D (8名)

薬剤師 薬局
調剤体験　～分包機を使って、粉や錠剤を分包しよう～ 散薬自動分包機や錠剤自動分包機などの調剤用機器を使用して疑似薬の調剤を体験。作品は持ち帰り OK ! ! ◎ 25

25-A (6名) 25-C (6名) 25-E (6名) 25-G (6名) 25-I (6名)

25-B (6名) 25-D (6名) 25-F (6名) 25-H (6名)

薬局見学ツアー　～病院の薬局って、どんなところ？ちょっと覗いてみませんか～ 当センター薬剤師が薬局調剤室を案内し、調剤室の様子や実際の調剤、薬剤師の仕事などを紹介します。 ◎ 26 26-A 
(6名)

26-B 
(6名)

26-C 
(6名)

26-D 
(6名)

26-E 
(6名)

26-F 
(6名)

治験コーディネーター 臨床研究支援センター 学ぼう！くすりの誕生 くすりの誕生には、治験（人に対する臨床試験）が欠かせません。治験のお仕事や CRC（治験コーディネーター）の役割を学びましょう。 — 27 フリー フリー

看護師 看護部

ナースのお仕事体験＆おしゃべり広場 採血や血圧測定、ベビー人形を用いた沐浴や車いす搬送を体験しよう！進路相談や病院なぜなぜ質問に答えます！ ◎ 28 28-A (20名) 28-B (20名) 28-C (20名) 28-D (20名) 28-E (10名)

心臓マッサージ体験　～あなたの大切な人を助けましょう ! ～ 専用の人形を使用し、心臓マッサージの方法（BLS) と AED（除細動器）の使用法を体験しよう！ ◎ 29 29-A (10名) 29-B (10名) 29-C (10名) 29-D (10名) 29-E (10名) 29-F (10名) 29-G (10名) 29-H (10名) 29-I (10名)

病院探検し隊！ ナースと一緒に、病院の普段は入れない設備を中心に院内を体験しよう！ ◎ 30 30-A (20名) 30-B (20名) 30-C (20名) 30-D (20名) 30-E (20名) 30-F (20名) 30-G (20名) 30-H (20名)

医療ソーシャル・ワーカー 患者総合支援センター すごろくで体験！ MSW のお仕事！ 医療ソーシャルワーカーと一緒に、すごろくのマス目に記載されている問題（状況）を解決しよう！ — 31 フリー

診療情報管理士 医療情報部 進化するカルテ！　～紙から電子へ～ 医療に応用される最新の ICT を用いた歩行姿勢測定システムで自分の歩行姿勢を確認しよう。診療情報の変遷を見てみよう。 — 32 フリー

事務職 事務局 ふれあいコミュニケーションコーナー　2019 病院の人と話してみませんか！？進路相談もできます。 — 33 フリー

相愛大学 人間発達学部 Check!　自分のからだと食生活 「“In Body”による体組成の測定」「骨密度測定」「食育 SAT システムによる食事診断」「栄養・食品 & 非常食クイズ」にチャレンジしましょう !! — 34 フリー

森ノ宮
医療大学
保健医療学部

鍼灸学科 東洋医学診断で健康チェックと鍼灸体験　～あなたの今の状態にあうツボは？～ 東洋医学的問診で健康チェックを行い、タイプ別のツボの見つけ方やそのツボに対するはり・きゅうを体験してみよう！ — 35 フリー

進学相談 進学相談ブースで見つけよう！医者への道！ 医療系学校選びのポイントや学びの特色、学生の様子なども踏まえお答えします。なんでもご相談ください。 — 36 フリー

大阪府立大学
地域保健学域

看護学類 心と身体のヘルスチェック！ ストレスチェック自律神経測定器を使用して自律神経バランスを測定。血流測定や呼吸音、心音聴診を体験しよう。 — 37 フリー

総合リハビリテーション学類 理学療法体験　～機器を使って動作観察を体験しよう！～ 自分の歩き方やジャンプの高さなどの計測、低周波刺激を利用した理学療法を体験しよう！ — 38 フリー

協賛 タリーズコーヒー ふれあいコーヒースクール　～ご自宅でコーヒーを楽しむために～ 美味しいハンドドリップを実践し、一味違うコーヒーを入れてみましょう。 ◎ 39 39-A (10名) 39-B (10名)
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