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セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域

0001 最新糖尿病診療－初診の際の問診・診察・検査から、
◎ 薬物療法、外来インスリン導入まで－
（診療ノウハウ 決して査定されない保険診療のノウハウ）
0002 高血圧とＣＫＤ（慢性腎臓病）
◎ なぜＣＫＤでは血圧が問題なのか 血圧を波として捉える

伊藤 眞一（府中市・伊藤内科クリニック 院長/日本糖尿病医
会副会長）、 菅原正弘（練馬区・菅原医院 院長/
日本臨床内科医会 常任理事 日本糖尿病協会 会長）
鈴木洋通(埼玉医科大学腎臓内科 教授)

0004 日常診療で必ず遭遇する精神科疾患の診断と治療
◎ 不安障害、気分障害(うつ)、パニック障害を中心に

山田和夫(横浜クリニック 院長/東洋英和女学院大学 教授)

2009年7月20日
01臨床全般

0005 肝斑を中心とするシミの鑑別とシミ・ソバカス・シワ・ニキビ
不許 の最新治療法

渡辺晋一(帝京大学医学部皮膚科学 教授)

2009年7月26日
03美容★

0006 咳・痰・息苦しさの診かたと治療
◎ 慢性咳嗽の鑑別と閉塞性肺疾患（COPD・気管支喘息）の
診断治療を中心に
0009 初学者とコ・メディカルのためのわかりやすい心臓病学と
不許 心臓超音波検査のツボとコツ（Ａ－1）

2009年8月2日
村田朗(御茶ノ水呼吸ケアクリニック 院長)、
阿部信二（日本医科大学内科学・呼吸器・感染・腫瘍部門 講 01臨床全般
師）
2009年9月6日
田村裕男(第三北品川病院 院長)、
01臨床全般
安部啓介(ケーズメディカル 代表取締役)

0010 医師に必要な新しいサプリメント学
◎ 臨床に応用すべき脳の栄養学がつくる精神代謝学とビタミ
ンゲノム学の基礎知識 積極的に使いたいサプリメントと
注意しなければならないサプリメント
0012 認知症、とくにアルツハイマー病の診断と治療
◎ しあわせになれる認知症の診方

佐藤務(稲毛病院整形外科・健康支援科 部長)

2009年9月13日
01臨床全般

藤本健一(自治医科大学神経内科 准教授)

2009年9月23日
01臨床全般

0013 自己免疫疾患の診療のポイント
◎ 日常診療で遭遇する自己免疫疾患の鑑別診断と治療のコ
ツ
0014 伊藤病院における甲状腺疾患の診かた
◎ 甲状腺疾患診療のコツとキモ

高崎芳成(順天堂大学膠原病内科 教授)

2009年9月27日
01臨床全般★

吉村弘(伊藤病院内科 部長)、
向笠浩司(伊藤病院内科 医長)

2009年10月8日
01臨床全般

0015 フィジカル診断でここまで分かる
◎ 視・打・触・聴・臭診を極める

徳田 安春(筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
教授)

2009年10月11日
01臨床全般★

0016 初学者とコ・メディカルのためのわかりやすい心臓病学と
不許 心臓超音波検査のツボとコツ（Ａ－2）

田村裕男(第三北品川病院 院長)、
安部啓介(ケーズメディカル 代表取締役)

2009年10月12日
01臨床全般

0017 臨床医家のための心臓発作時の心電図の読み方
◎

笠巻祐二(日本大学医学部循環器内科 講師)

2009年10月18日
01臨床全般

0008 新型インフルエンザ対策の実際
◎ 発熱疾患はインフルエンザだけでしょうか？

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 助教)

0018 最新肝炎（Ｂ型・Ｃ型）の診断と治療
肝疾患診療のポイント：検診から医療費助成を含めた治療

泉並木(武蔵野赤十字病院 副院長)
黒崎雅之（武蔵野赤十字病院消化器科 副部長）

2009年10月24日
2時間
01臨床全般
2009年10月25日
01臨床全般

0019 臨床検査値の読み方・考え方-症例を通して考える－
◎ 臨床検査データの裏に潜んだピットフォールの数々

奈良信雄（東京医科歯科大学臨床検査医学 教授/医歯学
教育システム研究センター長）

2009年11月1日
01臨床全般

0020 プライマリケアにおけるうつ病対応力向上講座
不許

坂元薫(東京女子医科大学神経精神科 教授) 、
金井貴夫（東京女子医科大学神経精神科 助教）

2009年11月3日
01臨床全般

0021 子どもの疾患シリーズ1 知っておきたい小児医療の実際
不許

和田紀之（足立区・和田小児科医院 院長)

2009年11月8日
01臨床全般

0022 探触子（プローブ）を持つ前にここまでわかる！
不許 心エコーに必要なフィジカルアセスメント(Ｂ－１)

田村裕男(第三北品川病院 院長)、
安部啓介(ケーズメディカル 代表取締役)

2009年11月15日
01臨床全般

0011 プライマリケア医における結核の診断と治療上の注意点
◎ 結核医療基準全面改正を受けて

御手洗聡（結核研究所抗酸菌カンファレンス部 副部長）

2009年11月22日
01臨床全般

0023 日常診療で必ず遭遇する『多汗症』の診断と治療
◎ 外来で避けないために

田中智子(東京医科歯科大学皮膚科学 助教)

2009年11月23日
01臨床全般

0024 腰痛性疾患の診断と治療
◎ 保存療法と薬物療法、手術療法最新治療前線

出沢明（帝京大学医学部附属溝口病院整形外科 教授）

2009年11月29日
01臨床全般

0025 小児科医および他科医のための『小児の成長障害』と
◎ 『夜尿症』の診断と治療

西美和(広島赤十字原爆病院 副院長)

2009年12月6日
01臨床全般

0026 探触子（プローブ）を持つ前にここまでわかる！
不許 心エコーに必要なフィジカルアセスメント(Ｂ－2)

田村裕男(第三北品川病院 院長)、
安部啓介(ケーズメディカル 代表取締役)

2009年12月13日
01臨床全般★

1

2009年6月21日
01臨床全般
2009年7月5日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0027 子どもの疾患ｼﾘｰｽﾞ２ 予防接種と予防接種のリスクマ
不許 ネージメント

講

師・所

属

開催日・領域

和田紀之（足立区・和田小児科医院 院長)

2009年12月13日
01臨床全般

0028 最新「外傷の湿潤治療」
◎ 痛くなく、速くきれいに傷を治そう

夏井睦(石岡第一病院 傷の治療センター長)

2010年1月10日
01臨床全般 ★

0029 鼻アレルギ・花粉症のエビデンスに基づいた最新治療戦略
◎

藤倉輝道(日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 講師)

2010年l月11日
01臨床全般

0030 眼底鏡・耳鏡・鼻鏡の使い方正しい診かたで確実な所見
◎ を（実習付き）

鈴木富雄(名古屋大学付属病院総合診療科 講師）

2010年1月18日
01臨床全般

0031 睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンド
睡眠時無呼吸症候群とメタボリックシンドローム
ローム
◎ 動脈硬化を引き起こす2大症候群

村田朗（御茶ノ水呼吸ケアクリニック 院長）、
中野博司（日本医科大学内科 准教授）

2010年1月24日
01臨床全般 ★

0032 動物由来感染症（
感染症（人畜共
症（人畜共通
人畜共通感染症）
感染症）
◎ かわいいペットや海外旅行に潜む恐怖

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 助教)

2010年1月31日
01臨床全般

0033 循環器系
循環器系（
（脳と心臓）のＭＲＩ画像
と心臓）のＭＲＩ画像の読
ＭＲＩ画像の読影
の読影トレーニング
トレーニング（原
◎ 理の解説と症例の
解説と症例の提示
と症例の提示）
提示）

山本正博（横浜市立脳血管医療センター神経内科 部長）、
灰田宗孝（東海大学医療技術短期大学 学長）、飯野美佐子
（東海大学基礎診療学系 講師）
玉木利幸(横浜労災病院循環器科 副部長)

2010年2月7日
01臨床全般

0034 心房細動は怖くない
房細動は怖くない
◎ 開業医でできる心房細動の管理

2010年2月11日
01臨床全般

0035 胸部X線写真と
胸部X線写真とCT画像の読
CT画像の読影
トレーニング
の読影トレーニング
◎ 胸部単純Ｘ線写真とＣＴ画像を使った実際の読影演習

山田耕三(神奈川県立がんセンター呼吸器科 部長)、
関順彦（帝京大学医学部腫瘍内科 講師）

2010年2月14日
01臨床全般 ★

0036 心血管系
心血管系疾患発症の予防戦略と治療戦略
管系疾患発症の予防戦略と治療戦略
◎

浦田秀則(福岡大学筑紫病院内科第一 教授)

2010年2月21日
01臨床全般

0037 上部消化管（
部消化管（食道・
食道・胃）における早期癌
）における早期癌の
早期癌のＸ線・
Ｘ線・内視鏡
内視鏡
◎ 検査と読影
検査と読影のコツ

長浜隆司(早期胃癌検診協会中央診療所 診療部長)、
高木靖寛(福岡大学筑紫病院 消化器科 助教)

2010年2月28日
01臨床全般

0038 アートメイクとまゆげ
アートメイクとまゆげ・まつ
ゆげ・まつげ
・まつげの植毛
◎ ユニークな目の周囲のアンチエイジング

白澤友裕(Ｄｒ．トーム美容医学研究所)

2010年3月7日
03美容

0039 心不全はこわくない
不全はこわくない
◎ 心不全の管理法と治療戦略を身につける

猪又孝元(北里大学医学部内科学 講師)、
長田尚彦(聖マリアンナ医科大学循環器内科 講師)

2010年3月14日
01臨床全般

0040 めざましい進歩
ましい進歩を
進歩を遂げる
遂げるパーキンソン病の診断と治療戦略
◎

藤本健一(自治医科大学神経内科 准教授)

2010年3月21日
01臨床全般

0041 知っておきたい肝胆膵
知っておきたい肝胆膵疾患の診断と治療の実際
胆膵疾患の診断と治療の実際
◎ 最新治療法と併せて

糸井隆夫(東京医科大学消化器内科 講師)、
祖父尼淳(東京医科大学消化器内科 助教)

2010年3月22日
01臨床全般

0048 新規開設をめ
規開設をめざ
す医家のためのうまくいく点滴療法・サプリ
をめざす医家のためのうまくいく点滴
◎ メント外来認知症の概念
メント外来認知症の概念、診断、治療と対応の実際
概念、診断、治療と対応の実際
明日からできるマイヤーズカクテル作成の実習付き・ビタミ
ンＣバイアルプレゼント
0042 ダーモスコピ
スコピーの使い方と診断トレーニング
ーの使い方と診断トレーニング
◎ メラノーマ、ホクロ、シミ、イボの所見と鑑別のポイント－（実
不許 習付き）
0043 美容医療における患者の
美容医療における患者の訴
医療における患者の訴えを取
えを取り入れ
り入れた治療戦略と手
た治療戦略と手
◎ 法（注入療法実技
法（注入療法実技付）

平良茂(沖縄県・ハートフルクリニック 院長)

2010年3月28日
03美容

斎田俊明（信州大学 名誉教授)、
古賀弘志(信州大学附属病院臨床試験センター 助教)

2010年4月4日
01臨床全般

関谷秀一(関谷クリニック南青山 院長)

2010年4月11日
03美容

0049 糖尿病の最新の薬物療法とインスリン外来導入（実
糖尿病の最新の薬物療法とインスリン外来導入（実技指
技指
◎ 導付）
インクレチン関連薬の半年間とインスリン外来導入
0045 癌を疑うべき症候
◎ アラームサインを見落とすな

伊藤眞一(府中市・伊藤内科クリニック 院長)

2010年4月18日
01臨床全般

徳田安春(筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 教
授)

2010年4月25日
01臨床全般

0046 知ってないと
知ってないと損
損する”
する”神経内科
経内科”の話
◎ 動画で学ぶ”わかる診断”、”できる治療”；4時間でわかる
レクチャーマラソン
0057 変形性の
変形性の股関節
性の股関節症・
股関節症・膝関節
症・膝関節症の
膝関節症の手術
症の手術療法と
手術療法と適
療法と適応症例の
◎ 実際

黒岩義之(横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学 主
任教授、附属病院 副病院長、神経内科・脳卒中科 部長 )

2010年4月29日
01臨床全般 ★

杉本和隆(足立区・苑田会人工関節センター病院 院長)、
松原正明（玉川病院股関節センター センター長／東京医科
歯科大学整形外科)
鳥谷部俊一(大田区・たかせクリニック 顧問)

2010年5月9日
01臨床全般

0044 褥瘡のラップ療法・
褥瘡のラップ療法・開放
のラップ療法・開放性湿潤療法（
開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ
性湿潤療法（ＯｐＷＴ）
ＯｐＷＴ） （床ずれ
（床ずれ
不許 パッド作製の実演
の実演付）
0047 臨床医家のための免疫学 －免疫力を高める各
－免疫力を高める各種療法と
◎ その実際

安保徹(新潟大学大学院医歯学総合研究科国際感染医学
教授)

0052 下肢の
下肢の閉塞性
閉塞性動脈疾患と
動脈疾患と下肢静脈
疾患と下肢静脈疾患の診断と治療
下肢静脈疾患の診断と治療
◎

榛沢和彦(新潟大学医学部呼吸循環外科 助教）
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2010年5月16日
午前
01臨床全般
2010年5月16日
午後
01臨床全般
2010年5月23日
01臨床全般

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域

0051 役立つ
役立つ腹部エコーのスクリーニン
腹部エコーのスクリーニング
エコーのスクリーニング
◎ 上腹部・下腹部・肋骨骨折

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2010年5月30日
02エコー検査

0056 救急
救急医療の実際と
医療の実際とピ
医療の実際とピットホ
ットホール
◎ 頭部救急の実際とストラテジー／救急医療でのキケンな
一言
0053 女性の更年期
性の更年期障害の治療と予防
更年期障害の治療と予防
不許 ホルモン補充療法（ＨＲＴ）と漢方療法

林寛之(福井県立病院急救救命センター 科長)
岩田充永（名古屋掖済会病院救命救急センター 医長）

2010年6月13日
01臨床全般

高松潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科 教授)、
小山嵩夫（銀座・小山嵩夫クリニック 院長）

01臨床全般

0050 どの症状が
どの症状が来てももう困
来てももう困らない クリニックでの患者急変
クリニックでの患者急変対
急変対
不許 応のコツ
米国家庭医療専門医・救命救急士が実地医家に贈る
0054 薬物性肝障害の鑑別診断と治療
◎

北垣毅（千葉市・花見川中央クリニック 院長／東京女子医
科大学八千代医療センター 講師)

01臨床全般

0055 「虫」による皮膚
」による皮膚疾患の診断と治療
皮膚疾患の診断と治療
◎ 疥癬、シラミ、虫さされ、など

2010年6月20日

2010年6月26日

松﨑靖司(東京医科大学茨城医療センター 長／消化器内科 2010年6月27日
01臨床全般
科 教授、東京理科大学 客員教授) 、
池上正（東京医科大学茨城医療センター消化器内科 准教授）
2010年7月4日
大滝倫子(九段坂病院皮膚科 顧問)
01臨床全般★

0058 頚部
頚部痛・上
痛・上肢
痛・上肢痛、腰痛・下肢
痛、腰痛・下肢痛に対するマッケンジー法
下肢痛に対するマッケンジー法
◎ （実技指
（実技指導付）
技指導付）

石橋俊郎（伊奈病院リハビリテーション診療部 部長)

2010年7月11日
01臨床全般★

0059 こどもの病
こどもの病気
気－こどもの診療と感染
－こどもの診療と感染症
感染症；夏、
；夏、秋・春、冬
◎ 小児科は苦手だと思っておられる方へ贈ります。明日から
はこどもが来ても恐くない！
0061 明日からの診療に役立
日からの診療に役立つ認知症診療のこつ
役立つ認知症診療のこつ
不許 症例から学ぶ診断と治療・対応の実際

鵜養宏(横浜・鵜養医院 院長)

2010年7月18日
01臨床全般★

川畑信也(岡崎・八千代病院神経内科 部長)

2010年7月25日
01臨床全般

0062 実地医家にもできる緩和
医家にもできる緩和ケア・
緩和ケア・がん疼
ケア・がん疼痛医療
がん疼痛医療
◎ 在宅医療への導入の実際

服部政治(財団法人癌研究会有明病院 麻酔科 医長 兼
がん治療支援緩和ケアチームリーダー)、
首藤真理子（葛飾区・わたクリニック 医師)
秋山秀樹(東京都立駒込病院血液内科 部長)

2010年8月1日
01臨床全般

0063 実地医家が
医家が遭遇しやすい血液
遭遇しやすい血液疾患の診断と治療
◎ 血液疾患 各種症例への対応法と病診連携

2010年8月8日
01臨床全般

0065 薬疹・薬剤
・薬剤アレルギーの診断と治療
◎ 検査と鑑別診断、薬疹と特殊な薬疹、治療と予後

稲岡峰幸、平原和久、石田 正、佐藤洋平(杏林大学医学部
皮膚科 助教)

2010年8月29日
01臨床全般

0066 プライマリケアにおけるアレルギー疾患の診かた考え方
◎ アトピー、鼻炎、喘息、薬物アレルギーなど、アレルギー
全般を取上げる
0067 これで分かる不整脈
で分かる不整脈の診かたと治療法
不整脈の診かたと治療法
◎ 実際の臨床に即したノウハウを知る

岡田正人(聖路加国際病院アレルギー膠原病科)

2010年9月5日
01臨床全般 ★

池田隆徳(杏林大学医学部第二内科 教授)

2010年9月12日
01臨床全般 ★

0068 開業
開業医のための日常遭遇する苦
医のための日常遭遇する苦手
医のための日常遭遇する苦手科目診療のコツ；あ
診療のコツ；あな
；あな
不許 たも今
たも今日だけ研修医
研修医。もう悩
もう悩まない 即実践！－日常出
出会う common ｄｉｓｅａｓｅ の落とし穴を検討する－
0069 誰も教えてくれ
えてくれない ありふれた
ふれた皮膚疾患の診断と治療の
皮膚疾患の診断と治療の
不許 コツ
皮膚感染症を中心として
0071 高齢者の皮膚掻痒
者の皮膚掻痒症－診断と治療のポイントと
皮膚掻痒症－診断と治療のポイントとそ
症－診断と治療のポイントとその実際
◎

北垣毅（千葉市・花見川中央クリニック 院長／東京女子医
科大学八千代医療センター 講師)

2010年9月18日
01臨床全般

渡辺晋一(帝京大学医学部皮膚科学 教授)

2010年9月26日
01臨床全般

大塚藤男(筑波大学大学院人間総合科学科疾患制御医学
専攻皮膚病態医学分野 教授)

0070 他科医
他科医がぜひ身
がぜひ身につけておきたい
がぜひ身につけておきたい創
につけておきたい創傷等の治療手技
の治療手技・
手技・処
◎ 置実践編（実
践編（実技指
（実技指導付）
技指導付）

和田浄史(川崎協同病院外科 科長)

2010年10月3日
午前
01臨床全般
2010年10月3日
午後

0075 ありふれた
ふれた機能性
機能性消化管障害の診断と治療（デ
消化管障害の診断と治療（デモ
障害の診断と治療（デモ付）
◎ 胃食道逆流症（GERD）と機能性胃腸症（ＦＤ） 、ピロリ菌と
胃潰瘍、他 ； 胸焼け・げっぷ・胃痛・胃もたれ等を極める
0076 明日からの診療にすぐ
日からの診療にすぐに役立つ
役立つ消化管エコーの診かた
消化管エコーの診かた；
エコーの診かた；
◎ ”の”の字、”の”の字の2回操
の2回操作法の
回操作法の薦
作法の薦め
虫垂炎、炎症性腸炎・感染性腸炎、その他 胃腸病変を発
0060 明日からの診療に役立
日からの診療に役立つ
役立つ気管支喘息の診断と治療
気管支喘息の診断と治療
◎ 典型的・非典型的な症例と吸入ステロイドの使い分け

黒沢進（前 埼玉医科大学総合医寮センター消化器・肝臓科
准教授）

2010年10月24日
01臨床全般

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2010年10月31日
02エコー検査

駒瀬裕子（聖マリアンナ医科大学西部病院内科 准教授／
内科部長）、山口裕礼（聖マリアンナ医科大学西部病院呼吸
器内科 医長／助教）
西野徳之(総合南東北病院消化器センター センター長）

2010年11月3日
01臨床全般 ★

01臨床全般★

0077 プライマリケアにおける
プライマリケアにおける消化器
消化器疾患の
消化器疾患の画像
疾患の画像診断トレーニン
画像診断トレーニン
◎ グ －腹部単純Ｘ線写真とＣＴ／ＭＲＩ所見の見え方の
相違；腹部Ｘ線写真撮影のすすめ－
0078 低血糖にならない糖尿病の最新の薬物療法の実際
◎ インクレチン関連薬をいかに安全に使いこなすのか？
0079 いつもの診療をアップ
いつもの診療をアップグ
グレード
レード（診療・診察の秘訣
（診療・診察の秘訣を
秘訣を体得し
体得し
◎ よう！）
診療・診察の秘訣を身につけてより深い診断領域へ

2010年11月7日
01臨床全般 ★

栗林伸一（船橋・三咲内科クリニック 院長)
内田大学（木更津・ほたるのセントラル内科 院長）

2010年11月14日
01臨床全般 ★

古谷伸之(東京慈恵会医科大学内科／総合診療部・教育セ
准教授)

2010年11月21日
01臨床全般

3

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0064 専門
専門家でも見
家でも見落
としがち
がちなクリニックの
なクリニックの税務調
税務調査対策
家でも見
落とし
がち
なクリニックの
税務調
査対策
不許 税務調査への対策は万全ですか？（医療経営セミナー
シリ―ズ１）
0080 びまん
びまん性肺疾患と間質
疾患と間質性
間質性肺炎の診断と最新治療
◎

講

師・所

属

開催日・領域

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表；税理士）

2010年11月27日
05医業経営

坂本晋(東邦大学医療センター大森病院呼吸器内科 助教)

2010年11月28日
01臨床全般

0081 在宅
在宅医療－
医療－午後
医療－午後から
午後から地域へ；
から地域へ；エキサイ
地域へ；エキサイテ
エキサイティング
ィングな医療の薦
な医療の薦
◎め

太田秀樹(医療法人アスムス 理事長／おやま城北クリニック
院長)、村井邦彦（宇都宮市・村井整形外科／自治医科大学

2010年12月5日
04在宅医療

0082 聞かないと損
かないと損する”
する”神経内科の
経内科の話”①：頻度
科の話”①：頻度の高い
話”①：頻度の高い”脳
の高い”脳神
”脳神
◎ 経症状
症状”
”の診方－頭
の診方－頭痛としびれ
痛としびれ、腰痛・背部
、腰痛・背部痛、めまい
背部痛、めまい
と痙攣、
痙攣、ふるえを極
るえを極める 4時間でマスターできるレクチャ
でマスターできるレクチャー
チャー
0083 不明熱を
不明熱を洗い直す－ケアネットで大活躍
す－ケアネットで大活躍中の
大活躍中の岩田先生
中の岩田先生の
岩田先生の
◎ 話を”生”で
”生”で聞こう！－

黒岩義之(横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学 主
任教授、附属病院 副病院長、神経内科・脳卒中科 部長 )

2010年12月12日
01臨床全般★
01臨床全般★

岩田健太郎(神戸大学医学部感染症治療学 教授)
土井朝子（洛和会音羽病院感染症科）

2011年1月9日
01臨床全般★

0084 褥瘡
褥瘡のラップ療法・
のラップ療法・開放
のラップ療法・開放性湿潤療法（
開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ
性湿潤療法（ＯｐＷＴ）
ＯｐＷＴ） （床ずれ
（床ずれ
◎ パッド作製の実演
の実演付）
在宅医療を支援する！！
0073 終末期医療
終末期医療へ
医療へのチームアプローチ
アプローチ－病院から在宅
－病院から在宅までの
在宅までの
◎ 終末期医療を
終末期医療を支
医療を支える－
在宅医療のチームを作るための3つの秘訣
0085 ウイルス性慢性肝炎（Ｂ，
イルス性慢性肝炎（Ｂ，Ｃ型肝炎の最新治療）と脂肪
Ｃ型肝炎の最新治療）と脂肪
◎ 性肝疾患（NASH
性肝疾患（NASH）の診断と治療
NASH）の診断と治療

鳥谷部俊一(大田区・たかせクリニック 顧問)

2011年1月10日
午前
04在宅医療
2011年1月10日
午後
04在宅医療
2011年1月16日
01臨床全般

0086 頚胸椎
頚胸椎、
、肩のＸ線写真、Ｃ
Ｘ線写真、ＣＴ
、ＣＴ、ＭＲＩ画像の読
ＭＲＩ画像の読影
の読影
◎ 整形外科領域の画像診断・読影シリーズ １：頚胸椎、肩
の病変
0087 ”めまい”
めまい”のプライマリケア
◎ 脳卒中の予測の鑑別を中心に

豊根知明(帝京大学医学部ちば総合医療センター整形外科
教授)、松木圭介（帝京大学医学部ちば総合医療センター
整形外科 講師）
城倉健（平塚共済病院神経内科 部長)

0096 明日からの日常診療にすぐ役立
日からの日常診療にすぐ役立つ
ぐ役立つ胸部エコー検査
胸部エコー検査
◎ エコーによる肺疾患・肋骨骨折の診かた

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

0072 明日からの日常診療にすぐ役立
日からの日常診療にすぐ役立つ
ぐ役立つ頚部エコー検査
頚部エコー検査
◎ 唾液腺病変と甲状腺、頚動脈のエコー検査を一遍に
診る！
0088 プライマリケア外来で出あ
プライマリケア外来で出あう
出あう”腹痛
”腹痛”と”下痢”、
”下痢”、”腹腔内感
◎ 染症”の診断と治療 - 下痢や食中毒に抗菌薬は必
要か？！ノロウイルスやロタウイルスと院内感染対策
0099 他科医のための花粉症治療のＡ to Ｚ（即戦力養
戦力養成講
◎ 座） -迫るスギ花粉等の大飛散期を前にして、実戦的
な”花粉症”治療の手法を身につける
0090 腰椎、膝・足関節の
足関節のＸ線写真、Ｃ
Ｘ線写真、ＣＴ
、ＣＴ、ＭＲＩ画像の読
ＭＲＩ画像の読影
の読影
◎ 整形外科領域の画像診断・読影シリーズ ２：腰痛、膝・足
関節
0091 ヘリコバクター・ピ
リコバクター・ピロリ感染
ロリ感染の病
感染の病態
の病態診断と除菌
診断と除菌治療の実際
除菌治療の実際
不許

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

0092 聞かないと損
かないと損する”
する”神経内科の
経内科の話”②：脳
科の話”②：脳神
話”②：脳神経症状”
症状”物
◎ 忘れ・うつ・
・うつ・不
不眠”の診方
忘れ・うつ・
認知症、うつ、不眠を極める
0093 性感染症（
感染症（ＳＴＩ
症（ＳＴＩ）の診断と治療－
ＳＴＩ）の診断と治療－感染拡大
）の診断と治療－感染拡大の実
感染拡大の実態
の実態と対
◎ 応政策を訴
策を訴える
不許
0107 原発の放射能漏れ事
発の放射能漏れ事故
放射能漏れ事故にともなう環
にともなう環境汚染
境汚染と被曝による
被曝による
◎ 人体への
人体への影響

黒岩義之(横浜市立大学大学院医学研究科 神経内科学 主
任教授、附属病院 副病院長、神経内科・脳卒中科 部長 )

2011年3月6日
01臨床全般 ★

熊本悦明(性の健康医学財団 名誉会頭／札幌医科大学 名
誉教授／日本男性医学研究所 所長)

2011年3月13日
01臨床全般

浦島充佳(東京慈恵医科大学小児科 准教授/総合医科学
研究セ臨床研究開発室分子疫学研究室 准教授；疫学 腫瘍
学、内閣官房危機管理官アドバイザー)
杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2011年4月16日
01臨床全般

麻酔科 非常勤講師）

0103 役立
役立つ
つ腹部エコースクリーニン
腹部エコースクリーニング；
エコースクリーニング；泌
グ；泌尿器系と
器系と婦人科系
◎ 腎臓・尿管・膀胱・前立腺・子宮・卵巣・腹部大血管を1回
の検査でみる
0100 検証 ”新医療法人”
新医療法人”の「
人”の「節税モ
の「節税モデル」
節税モデル」は
デル」は本当にトクするの
本当にトクするの
◎ か？（シリーズ２）

和田浄史（川崎協同病院外科 科長）

徳重克年(東京女子医科大学消化器センター 准教授)
小木曽智美(東京女子医科大学消化器センター 助教)

大路剛(神戸大学大学院微生物感染症治療学 助教)

藤倉輝道（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 講師()

渡辺淳也(帝京大学医学部ちば総合医療センター整形外科
准教授)、男澤朝行(帝京大学医学部ちば総合医療センター
整形外科 講師
神谷茂(杏林大学医学部感染症学 教授)、
高木敦司(東海大学医学部内科系 教授)

2011年1月23日
01臨床全般★
2011年1月30日
01臨床全般
2011年2月6日
午前
02エコー検査
2011年2月6日
午後
02エコー検査★
2011年2月13日
01臨床全般
2011年2月13日
2時間
01臨床全般
2011年2月20日
01臨床全般 ★
2011年2月27日
01臨床全般

2011年4月17日
02エコー検査★

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表・税理士）

2011年4月23日
05医業経営★
★
05医業経営

0098 フィジカル診断でここまで分かる
フィジカル診断でここまで分かる；そ
；その実戦
；その実戦的
の実戦的な応用
な応用
◎ 視診・打診・触診・聴診・嗅診を極める－フィジカル診断ス
キルを高め診療の質を高める
0095 在宅療
在宅療養支援
養支援（訪問専門）クリニックに学
専門）クリニックに学ぶ
）クリニックに学ぶ（在宅医療を
在宅医療を
◎ 志す実地
す実地医家に贈
医家に贈る）
なぜ在宅医療なのか？なぜ訪問専門クリニックなのか？
0097 プライマリケアで知っておくべ
プライマリケアで知っておくべき関節痛・
関節痛・関節
痛・関節炎の鑑別診断
関節炎の鑑別診断
◎ 関節診察Hands-onセッションからＲＡ最新治療まで

徳田安春(筑波大学水戸地域医学教育センター 教授)

2011年4月24日
01臨床全般★

高瀬義昌(大田区・たかせクリニック 院長)

2011年5月8日
04在宅診療

岸本暢将(聖路加国際病院アレルギー膠原病科)

2011年5月15日
01臨床全般 ★

0102 他科医（小児科・
他科医（小児科・内
内科･外科・産婦
外科・産婦人
産婦人科医）のための子ど
◎ もの皮膚
もの皮膚疾患の診断と治療
皮膚疾患の診断と治療

馬場直子(神奈川県立こども医療センター皮膚科 部長)

2011年5月22日
01臨床全般 ★

4

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域

0101 聞かないと損
かないと損する”
する”神経内科の
経内科の話”
科の話”③
話”③；明日からの診療に
；明日からの診療に
◎ すぐ役立つ
ぐ役立つ“神経診察実技
診察実技と鑑別診断”
と鑑別診断”の極意を学ぶ
意を学ぶ
①ハンマー1本あればできる日常プライマリケアの神経診察
法と診察実技、②他科領域（整形外科や内科）の外来で見
る脳神経症状の診かた
0094 実地医家にできるアレルギー性呼吸器
医家にできるアレルギー性呼吸器疾患の診断と診療
◎ のコツ どのような時にアレルギーを疑
どのような時にアレルギーを疑い どのように
診療を進
診療を進めるのか
0089 実地医家にできる肛
医家にできる肛門と大腸疾患の診かたと最新の治
◎ 療法、そ
療法、その実際 “国民病
“国民病”と呼ば
と呼ばれる痔疾の保存
疾の保存・
保存・
薬物療法と手術
薬物療法と手術療法を
手術療法を含
療法を含めて
0105 医療のための『チ
医療のための『チームビルド
ビルド』
◎ どのようにすればチームが機能して、圧倒的な成果をつく
のでしょう？
医家が遭遇しやすい泌
遭遇しやすい泌尿器科疾患の話
科疾患の話
0108 実地医家が
◎ プライマリケアで診る排尿障害・尿閉、頻尿・尿失禁

黒岩義之（横浜市立大学大学院神経内科学教授、附属病院
神経内科・脳卒中科 部長)

2011年5月29日
01臨床全般 ★

中村陽一(横浜市立みなと赤十字病院アレルギーセンター
センター長)

2011年6月12日
01臨床全般

岡本欣也(社会保険中央総合病院大腸肛門病センター
部長)

2011年6月19日
01臨床全般

井出広幸(鎌倉・信愛クリニック 院長)

2011年6月25日
05医業経営

山西友典(獨協医科大学泌尿器科 教授)

2011年6月26日
01臨床全般

0109 血算はこう読む
こう読む（前篇
（前篇：総論／赤血
総論／赤血球／血小
球／血小板
血小板の疾患）
◎ （＃１１１とセット）

岡田定（聖路加国際病院血液内科 部長)

2011年7月2日
01臨床全般 ★

0111 血算はこう読む
こう読む（後編：総論／白
後編：総論／白血
総論／白血球／汎血
球／汎血球症の疾
◎ 患）
（＃１０９とセット）
0112 開業医（
開業医（個
医（個人・医療法人
・医療法人）のための最新節税
）のための最新節税対策
節税対策
◎ 「節税」の基本的な仕組みと、経費となる支出・ならない
支出を分かりやすく解説（シリーズ３）
0110 心電図を読めるようになる（医師・コメディカルのための）
◎ 心電図を読み・見分けるスキルの向上をめざす

岡田定（聖路加国際病院血液内科 部長)

2011年7月9日
01臨床全般 ★

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表・税理士）

2011年7月10日
05医業経営

草間芳樹(日本医科大学多摩永山病院内科・循環器科 臨
床教授)

2011年7月10日
01臨床全般

0106 日常診療に
日常診療に役立
役立つ
役立つ”頚部エコー
”頚部エコー”
エコー”＋こっそ
こっそり”胸部エコー
”胸部エコー”
エコー”
◎ の診かた
唾液腺・甲状腺・頸動脈・胸部疾患（肋骨骨折）エコー
0114 大増税時代に備える開業
える開業医の最新「
開業医の最新「相続
医の最新「相続税
相続税」対策
◎ （シリーズ４）

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2011年7月24日
02エコー検査

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表・税理士）

0104 甲状腺エコーの
甲状腺エコーの有用
有用性と日常検査に
有用性と日常検査に役立
性と日常検査に役立つエコー
役立つエコー技術
つエコー技術
◎ （特別企画；㈱DDO
画；㈱DDOとの
㈱DDOとの共
との共催）

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

0116 脳卒中 Updat
Update 脳梗塞前後の臨床とピ
の臨床とピットフォ
ットフォール
◎

黒岩義之(横浜市立大学 大学院神経内科学教授、附属病
院神経内科・脳卒中科 部長)

2011年8月27日
午前
05医業経営
2011年9月16日
午後
02エコー検査
2011年9月19日
01臨床全般

0117 皮膚血
皮膚血管炎疾患と血管
炎疾患と血管炎を伴
炎を伴わない血管
わない血管炎類似疾患
類似疾患
◎ 診断と治療のコツと落とし穴

陳科栄（東京都済生会中央病院皮膚科 部長)

2011年9月25日
01臨床全般

0122 静脈
静脈血
血栓塞栓症（V
症（VTE）と下肢
）と下肢の
下肢の末梢動脈疾患（
動脈疾患（P
疾患（PAD・
◎ ASO
ASO）の診断と治療

榛沢和彦（新潟大学呼吸循環外科)

2011年10月10日
01臨床全般

0119 誰も教えてくれ
えてくれない疣贅
ない疣贅（イボ）治療の実際と
疣贅（イボ）治療の実際と私
（イボ）治療の実際と私の工夫、
工夫、
◎ コツ
局所療法と全身療法－私はこう治療している
0125 家庭医療シリーズ１
医療シリーズ１ 診療能
診療能力を広
力を広げる優しい婦
しい婦人科診
◎ 察法
女性の子宮がん検査法と内診術 ＋ 乳房診察術
0118 原発事故から小児の健康
から小児の健康を
健康を守る－小児の診療上のチ
る－小児の診療上のチェッ
◎ クポイント(緊
クポイント(緊急開
(緊急開催
急開催 第二弾）
第二弾）

江川清文(東京慈恵会医科大学附属病院皮膚科 非常勤
講師、他）

2011年10月16日
01臨床全般 ★

佐野潔(静岡県森町家庭医療センター 長)

2011年10月23日
01臨床全般

浦島充佳(東京慈恵会医科大学小児科 准教授/総合医科
学研究セ臨床研究開発室分子疫学研究室 准教授；疫学 腫
瘍学、内閣官房危機管理官アドバイザー
宮本明(菊名記念病院心臓血管センター センター長）

2011年10月29日
2時間
01臨床全般
2011年11月6日
01臨床全般

0121 原発事故により日常診療にいっそ
により日常診療にいっそう役立つ甲状腺・
役立つ甲状腺・頸
つ甲状腺・頸部
◎ エコー＋
エコー＋こっそ
こっそり乳腺エコー

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2011年11月13日
02エコー検査

0123 心電図所見からみた心エコーの取り方（特別企画；
◎ ㈱DDOとの
㈱DDOとの共
との共催）
気になる心電図所見をエコーで確かめる【初～中級者向】
0127 骨粗鬆症の薬物治療
骨粗鬆症の薬物治療
◎ ビスホスホネート治療の考え方と使いこなし方

笠巻祐二（日本大学医学部附属板橋病院循環器科 講師）
相馬小百合{日大}駿河台病院循環機能室）

2011年11月19日
02エコー検査★

和田誠基（入間市・武蔵藤沢セントラルクリニック 院長）
宮島剛（埼玉医科大学整形外科 講師）

2011年11月23日
01臨床全般

0128 日常診療に
日常診療に役立
役立つ
役立つ乳腺エコー検査の診かた（特
腺エコー検査の診かた（特別企画；
◎ ㈱DDOとの
㈱DDOとの共
との共催）
乳がんを中心とした症例検討
0113 痛み、しびれ
痛み、しびれ、ふるえ、脱
るえ、脱力の診かた
◎ 明日から役立つ外来診療のコツ

角田博子（聖路加国際病院放射線科 医長/昭和大学放射
線科 客員教授）

2011年12月2日

0120 足から全身
から全身を診る
全身を診る:
を診る: 末梢動脈疾患（
動脈疾患（P
疾患（PAD）の診断と治療
◎ 実地医家における高齢者の診療で遭遇しやすい“足痛”

梶龍兒（徳島大学ＨＢ研究部 感覚情報医学臨床神経科学
分野 教授）

5

2時間
02エコー検査★
2011年12月4日
01臨床全般 ★

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0130 日常診療で遭遇する
日常診療で遭遇する不明熱
不明熱
◎ 膠原病を見逃さないためのアプローチ

講

師・所

属

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

開催日・領域
2011年12月11日
01臨床全般 ★

0129 実戦 甲状腺病診療講座
◎ 診療のminimum requirementから 知っておくべきtopicsま
で
0131 関節痛、
関節痛、筋肉
痛、筋肉痛、腰
筋肉痛、腰背部
痛、腰背部痛、
背部痛、頚部
痛、頚部痛の鑑別
頚部痛の鑑別
◎ （新春記念年頭セミナー） 筋骨格系の痛みへのアプロー
－境界領域の苦手分野に挑む！
0132 家庭医療シリーズ２ 小児科外来の診療の実際と
◎ そのポイント

方波見卓行（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院代謝内分 2011年12月18日
泌内科 部長）
01臨床全般 ★
徳田安春（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター/
水戸協同病院総合診療科 教授）

2012年1月8日
01臨床全般 ★

佐野潔(静岡県森町家庭医療センター 長)

2012年1月15日
01臨床全般

0135 外来で遭遇する『マイコプラズマ
外来で遭遇する『マイコプラズマ肺
肺炎』の診断と治療
◎ （緊急開催
急開催）
市中肺炎治療の診断と治療 そのUpdate
0133 大腸内視鏡検査における
内視鏡検査における”
鏡検査における”水浸法
水浸法”による大
による大腸疾患の
◎ 検査と診断

大路剛（神戸大学医学部感染症治療内科 講師）

2012年1月22日
01臨床全般

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年1月29日
01臨床全般

0138 外傷、
外傷、熱
熱傷、爪
傷、爪のトラブル、フットケア（特
のトラブル、フットケア（特別企画；㈱DDO
画；㈱DDOとの
㈱DDOとの
◎ との共
との共催）

和田浄史（川崎協同病院外科 科長）

0137 糖尿病の薬物に
糖尿病の薬物に依存
依存しない治療法（
依存しない治療法（健康
しない治療法（健康食
健康食品等を使っ
◎ た体質改善
体質改善による治療）
改善による治療） 代謝からインクレチン、そして
新しい治療法へ
新しい治療法へ～いま一
いま一度 糖尿病を考える
0136 実地医家にできる糖尿病の薬物療法とインスリンの外来
◎ 処方（症例検討含
方（症例検討含）
討含） インクレチ
インクレチン関連薬導入後
薬導入後 2年間
2年間
のまとめ と、インスリンの外来処
と、インスリンの外来処方
0139 食物アレルギーの基礎
物アレルギーの基礎と臨床
◎ 各種疾患との関連や日常生活上の諸注意

弘田明成（あざみのヘルスクリニック 院長）

2012年2月4日
2時間
01臨床全般★
2012年2月5日

内田大学（木更津・ほたるのセントラル内科 院長）

午前
01臨床全般
2012年2月5日

0141 グローバルヘ
ローバルヘルスの視
ルスの視点から見た感染
点から見た感染症（
感染症（特
症（特別企画；㈱
画；㈱
◎ DDOとの
DDOとの共
との共催））
①ＳＡＲＳ（'03年・中国）から最近の感染症の話題まで
0140 腹痛をともなう胃
痛をともなう胃・腸病変のエコー検査（腹部
のエコー検査（腹部エコー
腹部エコー＋
エコー＋消
◎ 化管エコー）
化管エコー）
胃・小腸・虫垂・大腸疾患(炎症性腸疾患を含めて)
0143 上部消化管（
部消化管（食道、
食道、胃）における早期癌
）における早期癌の
早期癌のＸ線・
Ｘ線・内視鏡
内視鏡
◎ 検査と読影
検査と読影のコツ

午後
01臨床全般
宇理須厚雄（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院小児科 教 2012年2月12日
授）、近藤康人（藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院小児科 01臨床全般
准教授）
浦島充佳（東京慈恵会医科大学小児科 准教授 /総合医科 2012年2月18日
学研究センター公衆衛生学 分子疫学 准教授）
2時間
他、１件（病院内の感染防止）
01臨床全般
杉山高（浜松南病院画像診断部 顧問 ）
2012年2月26日
02エコー検査
長浜隆司（財）早期胃癌検診協会中央診療所 所長）、
小田丈二（東京都がん検診センター消化器科 医長）

2012年3月4日
01臨床全般

0147 安全な大腸内視鏡ポリ
内視鏡ポリペ
鏡ポリペクトミーの実際と新しい麻酔
クトミーの実際と新しい麻酔を
麻酔を
◎ 使った”
使った”評判のと
評判のとれ
のとれる”胃カメラ法
”胃カメラ法

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年3月11日
01臨床全般

0142 褥瘡
褥瘡のラップ療法・
のラップ療法・開放
のラップ療法・開放性湿潤療法（
開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ
性湿潤療法（ＯｐＷＴ）
ＯｐＷＴ） （床ずれ
（床ずれ
◎ パッド作製の実演
の実演付）
在宅医療を支援する！
0145 陥入爪・巻爪、外
巻爪、外反母趾
、外反母趾、
反母趾、扁平足
扁平足の治療 形状記憶
◎ 合金のマ
合金のマチ
のマチワイヤ
ワイヤーを使った簡単
ーを使った簡単な
簡単な巻爪の治療（実
巻爪の治療（実演
の治療（実演付）
と爪や足の手入れ法を伝授
法を伝授
0146 非定型（
非定型（現代
型（現代型）うつ病の診断と治療
現代型）うつ病の診断と治療
◎

鳥谷部俊一（大崎市民病院鹿島台分院 診療部長）

0149 プライマリ・ケアにおける”胸
プライマリ・ケアにおける”胸痛
”胸痛”への対応
”への対応
◎ こんな時どうする？ 実際の症例で検討しよう！

2012年3月20日
午前
01臨床全般
町田英一（高田馬場病院整形外科）
2012年3月20日
午後
01臨床全般 ★
貝谷久宣（医療法人和楽会 心療内科･神経科 赤坂クリニック 2012年3月25日
理事長）
午前
01臨床全般 ★
内藤俊夫（順天堂大学医学部総合診療学 准教授）
2012年4月8日
01臨床全般

0150 心音と心電図所見からみた心エコーの
心音と心電図所見からみた心エコーの取
取り方
◎ 気になる心音と心電図所見をエコーで確かめ、関連付けて
て考える
0126 漢方シリーズ１
方シリーズ１ プライマリケアで用
プライマリケアで用いる漢
いる漢方 ～神経症
◎ 状と女
状と女性に多い病態
性に多い病態を漢方で治す～
方で治す～

笠巻祐二（日本大学医学部附属板橋病院総合内科 准教授） 2012年4月22日
太田 昌克（日本大学内科学系循環器内科学分野臨床研修
01臨床全般
指導医）
野上達也（富山大学医学薬学研究部和漢診療学講座 助教） 2012年4月28日
01臨床全般

0124 子どもの疾患シリーズ
子どもの疾患シリーズ１
１ 子どもの感染
子どもの感染症、予防接種と
感染症、予防接種とそ
症、予防接種とそ
◎ のリスクマネージメント

浦島充佳（東京慈恵会医科大学小児科 准教授 /総合医科
学研究センター公衆衛生学 分子疫学 准教授）

2012年4月29日
01臨床全般

0151 アトピ
アトピー性皮膚
ー性皮膚炎の治療戦略
皮膚炎の治療戦略
◎ 最新の病態理解と治療のコツ

上出良一（東京慈恵会医科大学第三病院皮膚科 教授）

2012年5月13日
01臨床全般 ★

0152 光線と皮膚疾患
皮膚疾患
◎ 光線が皮膚に与える影響を知り，光老化，光線過敏症に
対応する

上出良一（東京慈恵会医科大学第三病院皮膚科 教授）

2012年5月20日
01臨床全般

6

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0144 医師とコ・メディカルのための
医師とコ・メディカルのための便
種の大
便秘と各種の
大腸疾患、
◎ 健康食
健康食品（特別企画；創立3周
画；創立3周年
3周年記念謝恩企画
謝恩企画）

講

師・所

属

開催日・領域

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年5月27日
01臨床全般 ★

0154 関節
関節痛診療シリーズ
痛診療シリーズ１
痛診療シリーズ１ 関節痛の鑑別診断と治療
関節痛の鑑別診断と治療
◎ （全4回シリーズ）
膠原病を見逃さないためのアプローチ
0155 家庭医療シリーズ３
医療シリーズ３ 整形外科！
整形外科！
◎ 肩・膝・足首関節の診察法とギプス装着

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

2012年6月3日
01臨床全般

佐野潔(静岡県森町家庭医療センター 長)

2012年6月10日
01臨床全般

0156 腹部 丸ごとエコー検査（
丸ごとエコー検査（腹部
とエコー検査（腹部エコー
腹部エコー＋
エコー＋消化管エコー）
消化管エコー）
◎ 肝・胆・膵に加えて胃・小腸・虫垂・大腸疾患(炎症性腸
疾患を含めて)
0157 子どもの疾患シリーズ２ 子どもの喘
子どもの喘息とアレルギーの診断
◎ と治療
「シンプル」をキーワードに、適正な診断と治療
0153 医師とコ・メディカルのための”
医師とコ・メディカルのための”バイタルサイン”
バイタルサイン”でここまで分
◎ かる（特
かる（特別企画；創立3周
画；創立3周年
3周年記念謝恩企画
謝恩企画）
診察室ならびに待合室での患者観察
0164 プライマリケアで用
プライマリケアで用いる漢
いる漢方２
◎ 「呼吸器疾患」および「さまざまな不定愁訴」

杉山高（浜松南病院画像診断部 顧問 ）

2012年6月17日
02エコー検査

勝沼俊雄（東京慈恵会医科大学第三病院小児科 准教授）

2012年6月24日
01臨床全般 ★

徳田安春（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター/
水戸協同病院総合診療科 教授）

2012年7月1日
01臨床全般 ★

0158 プライマリケアでの認知症の診断と治療
◎

小山主夫（藤沢市民病院神経内科 部長）

2012年7月8日
01臨床全般 ★

0148 診療
診療報酬改定
報酬改定と
報酬改定と保険請求上の問
保険請求上の問題
上の問題点と対策（特
点と対策（特別企
◎ 画；創立３周
画；創立３周年
３周年記念謝恩企画
謝恩企画）
実例を踏まえた経営戦略・戦術
0159 関節痛診療シリーズ２
関節痛診療シリーズ２ 関節診察
関節診察 ハンズオ
ハンズオン 診察でこ
◎ こまでわかる筋骨格
こまでわかる筋骨格系
筋骨格系疾患の大原
疾患の大原則
大原則（全4回シリーズ）
全4回シリーズ）

草野真範（メドスグループ会長 株式会社メドス代表取締役）

2012年7月28日
05医業経営

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

2012年7月29日
01臨床全般

0184 プライマリケアで用
プライマリケアで用いる漢
いる漢方３
◎ 「消化器疾患」と「さまざまな痛み」

野上達也（富山大学医学薬学研究部和漢診療学講座 助教） 2012年8月4日
01臨床全般

0160 大腸内視鏡検査における
内視鏡検査における”
鏡検査における”水浸法
水浸法”による大
による大腸疾患の検
◎ 査と診断

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年8月5日
01臨床全般★

0161 プライマリケアでできるペ
プライマリケアでできるペインクリニックのＡＢＣ
◎

田邉豊（順天堂大学医学部附属練馬病院麻酔科・ペインクリ
ニック科 准教授）

2012年8月19日
01臨床全般 ★

0162 胸部X線写真と
胸部X線写真とCT画像の読
CT画像の読影
の読影トレーニング
トレーニング
◎ 肺がんを見落とさないための実際の読影演習

山田耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器内科 部長）、
村上修司（神奈川県立がんセンター呼吸器内科）

2012年8月26日
01臨床全般 ★

0165 関節
関節痛診療シリーズ
痛診療シリーズ３
痛診療シリーズ３ 他の内
他の内科疾患と間
科疾患と間違える膠
える膠原病
◎ 類似症候（
類似症候（全4回
症候（全4回シリーズ）
全4回シリーズ）
内分泌疾患関連の膠原病類似症候／リウマチ
0166 いまさら聞
いまさら聞けない診療シリーズ １ 一人院長外来診療１
院長外来診療１
◎ 痛み、アナフィラキシー、めまい、風邪、腹部診療、喘息、
けいれん、心肺蘇生、看護師さんの協力、増患者法、他
0163 “脳の新規
の新規治療薬 Updat
Update”
◎ てんかん、線維筋痛症、片頭痛、睡眠障害、むずむず脚症
候群、抗凝固薬、認知症、パーキンソン病、多発性硬化症
0169 実地医家のための睡眠障害の臨床
◎ 日常診療で見逃されている睡眠の病態と治療の実際

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

2012年9月2日
01臨床全般

北垣毅（千葉市・花見川中央クリニック 院長/東京女子医科
大学八千代センター 非常勤講師）
米国家庭医療学会認定専門医/米国救命救急士
黒岩義之（帝京大学医学部附属溝口病院 客員教授（神経
内科）、附属溝口病院脳卒中センター長、横浜市立大学名教
誉授）
岡 靖哲（愛媛大学医学部睡眠医療センター長・准教授）

2012年9月8日
01臨床全般

0168 安全な大腸内視鏡ポリ
内視鏡ポリペ
鏡ポリペクトミーの実際と新しい麻酔
クトミーの実際と新しい麻酔を
麻酔を
◎ 使った”
使った”評判のと
評判のとれ
のとれる”胃カメラ法
”胃カメラ法
開業医でどこまでできるか？見逃さない観察法/失敗しな
ワンパターンメソッド/リピーターを生むフォローアップシステ
0170 実地医家のための末
医家のための末梢静脈疾患・
静脈疾患・末
疾患・末梢動脈疾患の診断
動脈疾患の診断
◎ と治療
（下肢静脈・動脈エコー検査/実技付き）
0171 パーキンソン病の治療戦略と治療の実際
◎

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年9月30日
01臨床全般★

榛沢和彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外
科 講師）

2012年10月14日
02エコー検査

服部信孝（順天堂大学医学部脳神経内科 教授）

2012年10月22日
01臨床全般★

0181 家庭医療における精神疾患と禁煙
医療における精神疾患と禁煙治療
禁煙治療

佐野潔（静岡県森町家庭医療センター 長）

2012年10月29日
01臨床全般

0173 徹底講義
底講義！実地
！実地医家のためのいまさら聞
医家のためのいまさら聞けない血液
けない血液・輸
◎ 液・電
・電解質
解質の
解質のABC

平﨑裕二(東京女子医科大学麻酔科学)

2012年11月3日
01臨床全般

0180 プライマリケアのための一次
プライマリケアのための一次診療の
一次診療の皮膚
診療の皮膚科
皮膚科
◎ 明日から確信をもって皮膚疾患の一次診療を行うために

平本力(石岡市・平本皮膚科医院 理事長/自治医科
大学 非常勤講師)

2012年11月4日
01臨床全般

野上達也（富山大学医学薬学研究部和漢診療学講座 助教） 2012年7月7日
01臨床全般

◎ （家庭医療シリーズ４）
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2012年9月9日
01臨床全般★
2012年9月22日
01臨床全般★

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0172 実地医家のための
医家のための脳
・神経
脳・神
経エコー検査
（頚動脈エコー＋経頭蓋エコー検査；実技付き）
0167 呼吸器感染
呼吸器感染症の診療の
ットフォール
器感染症の診療のピ
症の診療のピットフォ
◎ 日常診療に潜む大きな罠
0174 実地医家におけるC
医家におけるCKD（慢性腎臓病）の
KD（慢性腎臓病）の総合
（慢性腎臓病）の総合対策
総合対策
◎ 慢性腎臓病に対する多面的アプローチには早期診断が不
可欠である
0175 いまさら聞
いまさら聞けない診療シリーズ ２ 一人院長外来診療２
◎ 内科医が小児科を診る、爪下出血、尿が出ない、肘内障整
復、ワーファリン、異物除去、湿疹鑑別法、その他
0176 高血圧治療の新たな展
高血圧治療の新たな展開
◎ 管理する時代から治癒を目指す時代へ

講

師・所

属

榛沢和彦（新潟大学大学院医歯学総合研究科呼吸循環外
科講師）

開催日・領域
2012年11月11日
02エコー検査

2012年11月23日
金子猛(横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター
呼吸器センター 教授)、新海正晴(横浜市立大学医学部附属 01臨床全般
市民総合医療センター 呼吸器センター 助教)
2012年11月25日
鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科 教授）
01臨床全般

0177 関節炎診療シリーズ
関節炎診療シリーズ４
プライマリケアのための関節X線写
炎診療シリーズ４ プライマリケアのための関節X線写
◎ 真読影の大原則
大原則（全4回シリーズ）
全4回シリーズ）

2012年12月1日
北垣毅（千葉市・花見川中央クリニック 院長/東京女子医科大学
八千代センター非常勤講師）
01臨床全般
米国家庭医療学会認定専門医/米国救命救急士
市原淳弘（東京女子医科大学内科学（高血圧・内分泌内科） 2012年12月9日
教授）、森本聡（東京女子医科大学内科学（高血圧・内分泌 01臨床全般
内科） 講師）
2012年12月16日
岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）
01臨床全般

0179 薬の副
薬の副作用マスターコース（新春
マスターコース（新春記念セミナー１）
◎ 薬もリスク！；実際にあった症例と薬剤の裏話を満載

徳田安春（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター
教授）

2013年1月13日
01臨床全般

0182 クリニックで診る”胃
クリニックで診る”胃腸
・新春記念セミナー
”胃腸炎”（緊急企画・新春
◎ ノロウイルス・ロタウイルス等による疾患の診断から感染制
までuptodate
0185 他科医のための外傷治療のA
他科医のための外傷治療のABC(新春記念セミナー３）
◎

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 講師）

2013年1月13日
01臨床全般

和田浄史（川崎協同病院外科 科長）

2013年1月14日
01臨床全般

0187 実地医家のための 診断上のpi
診断上のpit
pitfallとなりやすい
fallとなりやすい頸
となりやすい頸椎・
◎ 脊椎疾患、腰痛関連疾患
特に上殿皮神経絞扼について
0191 医療経
医療経営セミ
営セミナー 医療法人だ
医療法人だからできる
人だからできる生
からできる生命保険の
命保険の賢
◎ い 活用法
資産継承、後継者問題、そして節税対策
0186 中医学における鍼
中医学における鍼治療の理
治療の理論と実技
と実技を学ぶ
を学ぶ（実技指
（実技指導
技指導
◎ 付）（その１）腰痛
付）

青田洋一（横浜市立大学 准教授（医学部運動器病態学 2013年1月20日
（整形外科学）/横浜市立脳血管センター脊椎外科 非常 01臨床全般
勤）
2013年2月4日
馬場芳郎（株式会社FPせんだい 代表取締役）、
05経営セミナー
05経営セミナー
友坂実（フィナンシャルプランナー、NPO法人FPみやぎ 理事長）
名倉仟（元 国立北京中医醫薬大学日本臨床研究所日本分校 2013年2月4日
理事長）
01臨床全般

0183 群発頭
群発頭痛・片
痛・片頭痛/物忘れ・て
忘れ・てん
・てんかんの診断と治療
◎

村松和浩（済生会横浜東部病院神経内科 部長）

2013年2月11日
01臨床全般

0178 他科医のための眼科の疾患
◎ 日常診療で遭遇しやすい眼科の疾患：白内障（糖尿病性
含む）、緑内障、加齢黄斑変性症からありふれた疾患まで
0188 ありふれた
ふれた皮膚科の疾患を学
皮膚科の疾患を学ぶ
科の疾患を学ぶ
◎

鶴岡一英（東京都多摩医療センター眼科 部長）

2013年2月17日
01臨床全般

渡辺晋一（帝京大学医学部皮膚科 教授）

2013年2月24日
01臨床全般

0189 中医学にもとづく
中医学にもとづく鍼
鍼治療の理
治療の理論とその実際（実技指
の実際（実技指導付）
技指導付）
◎ （その2）頚肩腕痛：患者さんの多様で幅広い要求に応
える！
0190 徹底講義
底講義２！実地
２！実地医家のための いまさら聞
いまさら聞けない輸
けない輸血・
◎ 血液凝固管理
凝固管理の
管理のABC

名倉仟（元 国立北京中医醫薬大学日本臨床研究所日本分校 2013年3月2日
01臨床全般
理事長）
平﨑裕二(東京女子医科大学麻酔科学)

2013年3月10日
01臨床全般

0193 高齢者の診かた（１
者の診かた（１）－心身
）－心身医療、循環器
医療、循環器、呼吸
循環器、呼吸器
、呼吸器、運
◎ 動機能（2
動機能（2回
（2回シリーズ）
１．循環器科、運動機能
0204 他科医のための耳鼻咽喉
他科医のための耳鼻咽喉科の疾患の診かた
咽喉科の疾患の診かた
◎ 日常診療で遭遇しやすい耳鼻咽喉科の疾患の知識と他の疾
患との関連について
0197 高齢者の診かた（１
者の診かた（１）－心身
）－心身医療、循環器
医療、循環器、呼吸
循環器、呼吸器
、呼吸器、運
◎ 動機能（2
動機能（2回
（2回シリーズ）
２．心身医療、呼吸器科
0195 心エコーのとり方の実際と心音と心電図所見からみた心エ
◎ コーのとり方

江頭正人(東京大学加齢医学/老年病科 総合研修センター
准教授),小川純人(東京大学加齢医学/老年病科 講師)

2013年3月24日
01臨床全般

藤倉輝道（日本医科大学耳鼻咽喉科 准教授）

2013年3月31日
01臨床全般

秋下雅弘(東京大学加齢医学/老年病科 准教授）
山口泰弘(東京大学加齢医学/老年病科 講師)

2013年2月17日
01臨床全般

笠巻祐二（日本大学板橋病院総合診療科 准教授）、
太田昌克（日本大学板橋病院循環器内科 講師）

2013年4月21日
01臨床全般

0203 EP
EPA
AおよびD
およびDHAの臨床
HAの臨床的
の臨床的意義を考える（設立4
を考える（設立4周
設立4周年 開催
◎ 200回
00回 記念謝恩企画
謝恩企画３）

野末剛（横浜栄共済病院循環器内科 副部長）

2013年4月28日

0203 中医学における
中医学における鍼
鍼治療の理
治療の理論と実技
と実技を学ぶ
を学ぶ
◎ （その3）膝、足、腰・肩の復習、 他に 認知症、ED編
0207 上殿皮神経絞扼に
絞扼に起因する腰痛や
起因する腰痛や下肢
する腰痛や下肢のしび
下肢のしびれ等
のしびれ等の
れ等の
◎ 疾患のブロック療法ならびに絞扼
疾患のブロック療法ならびに絞扼解除
絞扼解除小
解除小施術療法
神経ブロック治療と小手術
0202 ＣＯＰＤ（慢性閉塞
Ｄ（慢性閉塞性
閉塞性肺疾患）の診断と治療
◎ プライマリケアでここまでできるＣＯＰＤ診療

午前
01臨床全般
名倉仟（元 国立北京中医醫薬大学日本臨床研究所日本分校 2013年4月28日
理事長）
午後
01臨床全般
2013年4月29日
青田洋一（横浜市立脳血管センター 副院長/横浜市立
01臨床全般
大学 客員教授（医学部運動器病態学（整形外科学）
金子猛(横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター
教授）

2013年5月18日

午後
01臨床全般
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セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域

0199 プライマリケアにおけるうつ病の診かた
プライマリケアにおけるうつ病の診かた：
：診察のコツとポイン
◎ ト 親切でやさしいうつ病診療
親切でやさしいうつ病診療

三村將（慶應義塾大学医学部精神・神経科 教授）

0194 塞栓源検
栓源検索のための経食道
のための経食道心エコーと
経食道心エコーと下肢静脈
心エコーと下肢静脈エコー検
下肢静脈エコー検
◎ 査：実技付

榛沢和彦（新潟大学医歯学総合研究科呼吸循環外科 講師） 2013年5月26日
02エコー検査

0200 プライマリケアの
プライマリケアの現場
現場で
現場で役立つ
役立つ一発診断（スキルアップ設立
発診断（スキルアップ設立
◎ 4周年・200回開催記念謝恩企画１）
一目で見抜く診断の手掛かり
0206 糖尿病の最新の薬物療法とインスリン外来導入（設立4
糖尿病の最新の薬物療法とインスリン外来導入（設立4
◎ 周年 開催200回記念謝恩企画２）

宮田靖志（北海道大学附属病院卒後臨床研修センター 副セン2013年6月2日
01臨床全般
ター長）
伊藤眞一（府中市・伊藤内科小児科クリニック 院長/日本糖尿 2013年6月9日
病医会 会長）
01臨床全般

竹井仁（首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 教授）
0196 プライマリケアのためのリハビリ
プライマリケアのためのリハビリテ
テーショ
ーション
◎ 筋・骨格系体系を理解したリハビリテーションのABC（整形外科
領域）
長田尚彦（聖マリアンナ医科大学循環器内科 講師）
0208 実地医家にできる虚
医家にできる虚血性心疾患の診療と適
血性心疾患の診療と適切な管理
◎ 外来での検査/薬物治療におけるポイント－狭心症、心不
全、心筋梗塞、突然死の予防のために
片田重彦（小田原市・かただ整形外科 院長）
0198 プライマリケアで行
プライマリケアで行う 腰痛 下肢痛
下肢痛 の保存的
の保存的治療法
保存的治療法
◎

0211 Ｂ型肝炎の診断と治療－
Ｂ型肝炎の診断と治療－感染
感染の
感染の急激な増加へ
増加への対処
の対処と
◎ 予防に向けて
0216 プライマリケアにおける診療
プライマリケアにおける診療ガ
ガイドラインに沿
ラインに沿ったＣ型肝炎
◎ 診療を極める

2013年5月19日
01臨床全般

2013年6月16日
01臨床全般
2013年6月23日
01臨床全般
2013年6月30日

午前

01臨床全般
藤澤知雄（済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科 顧問、 2013年7月7日
NPO法人 日本小児肝臓研究所 理事長）
午前
01臨床全般
2013年7月7日
藤岡高弘（志木市民病院 院長/内科）

午後

0205 膠原病 関節炎診療シリーズ
関節炎診療シリーズ１
炎診療シリーズ１（3回シリーズ） 膠原病・
◎ 関節炎の鑑別診断と治療
関節炎の鑑別診断と治療

01臨床全般
岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー・膠原病科（SLE、関節 2013年7月14日
01臨床全般
リウマチ、小児リウマチ））

0212 2型糖尿病の最新治療
◎ 経口血糖降下薬を中心に

佐倉宏（東京女子医科大学東医療センター内科 教授
（同 糖尿病センター兼任））

2013年7月15日
01臨床全般

0210 消化器疾患の診療における
消化器疾患の診療における私
疾患の診療における私の工夫
◎ 腹部単純Ｘ線診断の薦めと苦痛のない内視鏡検査

西野徳之（福島県郡山市・総合南東北病院消化器センター
センター長）

2013年7月21日
01臨床全般

0214 びまん
びまん性肺疾患診療のピ
疾患診療のピットフォ
ットフォール
◎ 日常診療に潜む大きな罠

新海正晴（横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター
呼吸器センター 講師）

2013年8月4日
01臨床全般

0215 プライマリケアにおける外来診療のpi
プライマリケアにおける外来診療のpit
pitfall
◎ 帰してはいけなかった患者症例

石松伸一（聖路加国際病院副院長/救急部 部長）

2013年8月18日
01臨床全般

0220 プライマリケアで
プライマリケアで用
用いる漢
いる漢方４ アレルギー性疾患・膠
アレルギー性疾患・膠原病
◎ の治療に漢
の治療に漢方を活
方を活かす
アトピー性皮膚炎や気管支喘息の治療を中心に
0217 ”水浸法
水浸法”による大
による大腸内視鏡検査（2
内視鏡検査（2回
鏡検査（2回シリーズ）
◎ １．理論とトレーニング

野上達也（富山大学医学薬学研究部和漢診療学講座
助教）

2013年8月25日
01臨床全般

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2013年9月1日
01臨床全般

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 講師）
0218 動物由来感染症と
感染症と野
症と野原でかかるダ
でかかるダニ由来感染症の診断と
感染症の診断と
◎ 治療（緊急企画）
『マダニによる重症熱性血小板減少症候群（SFTS）』を含め
上田剛士（洛和会丸太町病院救急総合診療科 医長）
0221 ”めまい”
めまい”を極める
◎ 内科医から診た“めまい”の診断学

2013年9月8日
01臨床全般
2013年9月23日
01臨床全般★

0224 膠原病・関節
病・関節炎シリーズ２
関節炎シリーズ２(
炎シリーズ２(全３回シリーズ)
シリーズ)
◎ 膠原病・関節炎の鑑別診断と治療－膠原病の検査/
関節X線読影
0225 皮膚から診る
皮膚から診る全身
炎・血行障害の診断
から診る全身疾患としての血
全身疾患としての血管
疾患としての血管炎・血行
◎ と治療
不可
0226 実地医家にできる睡眠時無呼吸症候群（Ｓ
医家にできる睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）の診療と
◎ 適切な管理

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー・膠原病科（SLE、関節 2013年10月13日
01臨床全般
リウマチ、小児リウマチ））
川名誠司（日本医科大学皮膚科 教授）、澤田泰之
（都立墨東病院皮膚科 部長）

2013年10月14日
01臨床全般

長田尚彦（聖マリアンナ医科大学循環器内科 講師）

2013年10月20日
01臨床全般

0228 ジェネラリストのための呼吸器
ネラリストのための呼吸器疾患道
疾患道場－咳の鑑別を始
◎ めとする呼吸器コモンディジーズ診療力UP講座/胸部X
線写真超実践的読影力UP講座
0219 最新 ＣＫＤ（慢性腎臓病）の診断と治療
◎ 新しい診療ガイドラインに基づく

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2013年11月3日
01臨床全般★

今井圓裕（宝塚市・中山寺いまいクリニック 院長）

2013年11月4日
01臨床全般★

0230 実地医家のための“水浸
医家のための“水浸法
“水浸法”による大
による大腸内視鏡検査
内視鏡検査
◎ （2回シリーズ）

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2013年11月10日
01臨床全般

0231 リウマチ性疾患における関節
性疾患における関節超音波検査の
関節超音波検査の有用
超音波検査の有用性と応
有用性と応用
性と応用
◎ （関節エコー；実技演習付き）

大野滋（横浜市立大学附属市民総合医療センター膠原病
内科 准教授）

2013年11月17日
02エコー系
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セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

皮膚真菌症の診断と治療
症の診断と治療；
0232 皮膚真菌
症の診断と治療；多数の症例提示
の症例提示と治療の
提示と治療の
◎ 実際

講

師・所

属

開催日・領域

佐藤友隆（東京医療センター皮膚科 医長）

2013年11月24日

丸ごと
と頚部エコー
0233 丸ご
頚部エコー；
エコー；甲状腺＋
甲状腺＋頚動脈＋
頚動脈＋リンパ節
リンパ節・
パ節・唾液腺＋
◎ こっそ
胸部（
（肋骨）エコー（実
こっそり胸部
肋骨）エコー（実技演
）エコー（実技演習付き）
技演習付き）

杉山高（浜松南病院画像診断室 顧問）

01臨床全般
2013年12月1日
02エコー系

0234 誰も教えてくれ
えてくれなかった風邪
なかった風邪の診かた
風邪の診かた－風邪という主訴に
の診かた
◎ まぎれた重篤な疾患を見極める！

岸田直樹（手稲渓仁会病院総合内科・感染症科 医長）

2013年12月8日
01臨床全般

0229 実地医家にできる不整脈
医家にできる不整脈の診かたと
不整脈の診かたと適
の診かたと適切な管理・治療
管理・治療
◎

長田尚彦（聖マリアンナ医科大学循環器内科 講師）

2013年12月15日
01臨床全般

0236 “人のハい（肺
のハい（肺）”で学ぶ
で学ぶ胸部Ｘ線写真の読
胸部Ｘ線写真の読影演
の読影演習
影演習－要
◎ 所を抑えた見逃しのない読影法を学ぶ

山口哲生（ＪＲ東京総合病院 副院長/呼吸器内科）

0237 “浮腫”
“浮腫”を極める－内科医から診た“浮腫”の診断学
める
◎

上田剛士（洛和会丸太町病院総合診療科 医長）

いまさら聞
聞けない診療シリーズ３
0238 いまさら
けない診療シリーズ３ 一人院長外来診療－
◎ プライマリケア主要科目に一人で立ち向かうノウハウとス
タッフの育て方・起用方法、「金出さないで」知恵を出す方
法、患者数アップ法
0239 プライマリケアに必要な腎疾患の診断と治療－腎不全、糖
プライマリケアに必要な腎疾患の診断と治療
◎ 尿病性腎症、腎性貧血、ほか

2014年1月25日
北垣毅（千葉市・花見川中央クリニック 院長/千葉大 臨床教授）
01臨床全般

栗山哲（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 教授），
菅野直希 （東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科）

2014年1月26日
01臨床全般

プライマリケアにおける骨粗鬆
骨粗鬆症の臨床（診断と治療、
0240 プライマリケアにおける
骨粗鬆症の臨床（診断と治療、そ
症の臨床（診断と治療、そして
◎ 予防）

藤岡弘高（志木市市民病院 院長/内科）

2014年2月2日

池澤優子（茅ケ崎市立病院皮膚科 部長）

01臨床全般
2014年2月2日

日常診療で遭遇する接触皮膚
皮膚炎症候群と
0245 日常診療で遭遇する接触
皮膚炎症候群と全身
炎症候群と全身性接触
全身性接触
◎ 皮膚炎
皮膚炎

午前

2014年1月11日
01臨床全般★
2014年1月13日
01臨床全般★

午前
午後
01臨床全般
2014年2月9日
01臨床全般

0241 実地医家のための肺
医家のための肺高血圧症の臨床－明日から肺高血圧
高血圧症の臨床
◎ 症の診療が出来るように

佐藤徹（杏林大学附属病院第二内科（循環器内科） 教授）

0242 食物アレルギーへ
物アレルギーへの対応－経口免疫寛容、経皮感作な
の対応
◎ ど新しい概念を踏まえて

栗原和幸（神奈川県立こども医療センター母子衛生局長/アレ 2014年2月11日
01臨床全般
ルギー科 部長）

0243 実地医家にできる胆膵
医家にできる胆膵疾患の診断と治療
胆膵疾患の診断と治療
◎ 胆膵疾患の臨床と問題点／実地医家にもできる膵がん
の早期診断
0235 膠原病・関節
病・関節炎の鑑別診断と治療－
関節炎の鑑別診断と治療－内
炎の鑑別診断と治療－内科疾患による膠
科疾患による膠原
◎ 病類似疾患と
類似疾患とピ
疾患とピットフォ
ットフォール 膠原病・関節炎シリーズ３
(全３回シリーズ)
0244 粒良流の上
粒良流の上部消化管
の上部消化管の
部消化管の内視鏡検査法と病
内視鏡検査法と病変
鏡検査法と病変の発見法
◎ 検査時間が短く苦痛が少なく見落としの無い粒良流内
視鏡検査法
0227 ありふれた
ふれた機能性
機能性消化管障害の診断と治療
消化管障害の診断と治療－胃食道逆
障害の診断と治療
◎ 流症、ピロリ菌感染症、機能性ディスペプシアを極め
る！
する脊椎とその周辺疾患
周辺疾患－Pitfallになりや
0246 四肢に痺れを呈する脊
疾患
◎ すい上殿皮・中殿皮神経絞扼－

西野徳之（総合南東北病院消化器センター 長）

2014年2月16日
01臨床全般

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

2014年3月2日
01臨床全般

佐藤達雄（東京大学大学院消化器科）

2014年3月9日
01臨床全般

下山康之（群馬大学附属病院消化器内科 助教）、
栗林志行（群馬大学附属病院消化器内科）

2014年3月16日
01臨床全般

青田洋一（横浜市立脳血管センター副院長/横浜市立大学
整形外科 特任教授）

2014年3月23日
01臨床全般

0254 ジェネラリストのための呼吸器
ネラリストのための呼吸器疾患道
疾患道場２－間質
２－間質性
間質性肺炎と
◎ びまん
びまん性肺疾患を究
疾患を究める

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2014年4月13日
01臨床全般

睡眠時無呼吸症候群（Ｓ
ＳＡＳ）の診断と治療－呼吸器
0255 睡眠時無呼吸症候群（
）の診断と治療－呼吸器科
◎ からのアプローチ
からのアプローチ

宮沢直幹（済生会横浜市南部病院呼吸器内科 部長）

2014年4月20日
01臨床全般

プライマリケア医に必要な神経
経症状診療スキル－頭痛，め
0256 プライマリケア医に必要な神
症状診療スキル
◎ まい，しびれ，一過性意識消失等、各種の神経障害・
症状の診断と治療－
0247 心電図から読み解
心電図から読み解く虚血性心疾患、不整脈
血性心疾患、不整脈、心
不整脈、心不全等
、心不全等の
不全等の
◎ 診断と治療－声に出して覚える心電図の手法を活かし
診断と治療
て－
0257 爪白癬と
爪白癬と足白癬の診断と治療
白癬の診断と治療
◎

黒川勝己（川崎医科大学神経内科 准教授）

2014年4月27日
01臨床全般

高沢謙二（東京医科大学八王子医療センター 病院長）

2014年4月29日
01臨床全般

渡辺晋一（帝京大学医学部皮膚科 教授）

2014年5月11日
01臨床全般

0258 最新 創傷治療（設立
傷治療（設立5周
設立5周年
5周年記念企画）
◎

夏井睦（練馬光が丘病院傷の治療センター センター長）

2014年5月18日

夏井睦（練馬光が丘病院傷の治療センター センター長）

01臨床全般
2014年5月18日

田邉晃久（海老名総合病院循環器内科 顧問/前 東海大学

01臨床全般
2014年5月25日

0223 糖質制限による生活習慣病の治療（体験を中心に）
◎ （出版記念
版記念企画；設立5周
画；設立5周年
5周年記念企画））
0259 不整脈の診かた・考え方

午前
午後
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セミナーNo.
◎

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域

循環器内科 教授）

01臨床全般

0260 静脈血栓塞栓症（VTE）と下肢の末梢動脈疾患（PAD/
◎ ASO
ASO）の診断と治療（下肢静脈
）の診断と治療（下肢静脈エコー実
下肢静脈エコー実技
エコー実技付）

榛沢和彦（新潟大学医学部附属病院呼吸循環外科 講師）

2014年6月8日
02エコー検査

0262 実地医家にCOPD診療の自信がつく① 実態から理解
◎ するCOPDの診断と最新の治療戦略

山口佳寿博（東京女子医科大学日暮里クリニック 教授）

2014年6月15日
01臨床全般

0263 皮膚がんの検査と診断（実習付き）
皮膚がんの検査と診断（実習付き）－ダーモスコピーの使い
の検査と診断（実習付き）
◎ 方と診断トレーニング

斎田俊明（信州大学名誉教授）、古賀弘志（信州大学附属病院 2014年6月22日
01臨床全般
皮膚科 助教）

医家でできる生活習
病の遺伝子検査導入による
0264 実地医家でできる生活
生活習慣病の遺伝
遺伝子検査導入による
◎ 診断、予防と治療
遺伝子診断の基礎知識と、実地医家での活用術
0265 腹部X線写真の読
腹部X線写真の読影演
の読影演習
影演習
◎ 便秘を始めとした画像を用いた新しい臨床推論のご紹
介
0266 外来診療における感染
外来診療における感染症の診かたと
感染症の診かたと抗
症の診かたと抗菌薬の使い分け
◎

山﨑義光（株サインポスト 代表取締役/前 大阪大学先端科学 2014年6月29日
イノベーションセンター 教授）
01臨床全般
西野徳之（総合南東北病院消化器センター 長）

2014年7月6日
01臨床全般

大路剛（神戸大学感染症治療内科 講師）

2014年7月13日
01臨床全般

0267 “めまいのリハビリテ
めまいのリハビリテーショ
ーション（平衡訓練
ン（平衡訓練）
平衡訓練）”を体得する
体得する
◎ ～明日からめまい治療の手札が増える；”めまい”への耳
咽喉科からのアプローチ～
0268 高血圧、高尿酸
高血圧、高尿酸血症、脂質
血症、脂質異
脂質異常症、メタボリック症候群
◎ （仮題）
仮題）

新井基洋（横浜市立みなと赤十字病院耳鼻咽喉科 部長）

2014年7月21日
01臨床全般

栗山哲（東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科 教授），
菅野直希 （東京慈恵会医科大学腎臓・高血圧内科）

2014年7月27日
01臨床全般

0269 ジェネラリストのための迅速
ネラリストのための迅速診断と治療
迅速診断と治療；
診断と治療；シマウ
シマウマ探しは
マ探しは
◎ するな -限られた診療時間で最高の診療を！

山中克郎（藤田保健衛生大学救急総合内科 教授）

2014年8月3日
01臨床全般

0270 プライマリケアでできるペ
プライマリケアでできるペインクリニック
◎

2014年8月17日
田邉豊（順天堂大学練馬病院麻酔科・ペインクリニック科
准教授）、山口敬介（順天堂大学順天堂医院麻酔科 准教授） 01臨床全般

0271 ジェネラリストのための呼吸器
ネラリストのための呼吸器疾患道
疾患道場３－
場３－胸部X線写真
◎ の読影
の読影－いろいろな胸部疾患のX線写真のパターンを
たくさん供覧：クイズも飛び出す
ネラリストのための外来で遭遇する感染症の疾患アップ
0272 ジェネラリストのための外来で遭遇する感染
感染症の疾患アップ
◎ デート

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2014年8月24日
01臨床全般

岸田直樹（手稲渓仁会病院総合内科・感染症科 医長）

2014年8月31日
01臨床全般

0222 片頭痛のボツリヌ
痛のボツリヌス治療－治療指
ス治療－治療指導・経
導・経営指導（自由
導（自由診
◎ 療）付き-新たにボツリヌス治療（自由診療）をめざす実
療）付き
地医家のために
0201 プライマリケアの現場
プライマリケアの現場で
現場で役立つ
役立つ一発診断２ 整形外科、他
◎ 一目で見抜く診断の手掛かり

寺本純（寺本神経内科クリニック/八重洲痛みの診療室 院長） 2014/9/
01臨床全般

0273 大腸内視鏡検査における
内視鏡検査における”
鏡検査における”水浸法
水浸法”１
◎

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2014年9月7日
01臨床全般

0275 実地医家にCOPD診療の自信がつく② 実地医家にお
◎ けるCOPDの増悪と最新の治療戦略

山口佳寿博（東京女子医科大学日暮里クリニック 教授）

2014年9月21日
01臨床全般

0281 大腸内視鏡検査における
内視鏡検査における”
鏡検査における”水浸法
水浸法”２
◎

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2014年11月9日
01臨床全般

0284 糖質制限による糖尿病を
制限による糖尿病をは
による糖尿病をはじめとした代謝
めとした代謝性疾患の治療
代謝性疾患の治療
◎ ～糖質制限、今はじめなかったらやばいです～

山田悟（北里大学北里研究所病院糖尿病センター センター
長）

2014年11月30日
01臨床全般

宮田靖志（北海道大学附属病院卒後臨床研修センター 副セン2014/9/
01臨床全般
ター長）

シリーズ化できているもの
読影シリーズ
胸部Ｘ線、ＣＴ画像の読影 山田耕三先生、他
＃１６２、＃３５
上部消化管（食道、胃）Ｘ線内視鏡 長浜隆司先生
＃１４３、＃３７
下部消化管 西野徳之先生 ＃７７、＃２１０
神経内科の
経内科の話
科の話、 黒岩義之先生
義之先生
神経内科の話Ｓ ＃４６、＃８２、＃９２、＃１０１
脳内出血、脳梗塞 脳治療薬 ＃１１６、＃１６３
フィジカル、バイタルサイン、他 徳田安春先生
＃９８、＃４５、＃１５３、＃１３１

同一講師による同一テーマによるセミナーの場合、時期
的に遅い開催の方がブラッシュアップされている。
◎印は「テキストも有り」を示しますが、ほとんど有ります。
「不許」はＤＶＤ無しを示す。
開催日の下の「2時間」は、ＤＶＤ１枚であることを示す。
★印のマークは推奨講義

領域を便宜的に
便宜的に５つに分けた。
つに分けた。
01臨床全
1臨床全般
02エコー検査
03美容
03美容
04在宅医療
4在宅医療
05医
05医業経営
業経営
11

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
プライマリケアで用いる漢方 野上達也先生
＃１２６、＃１６４、＃１８４（１６７ｂ）、＃２２０

講 師・所 属
開催日・領域
DVD頒布価格 ネット会員 ＠ 5,400円（＋送料500円）
非会員
＠27,000円（＋送料500円）
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送付先：医療技術セミナー”スキルアップ”(代表 轟

豊語）

FAX ０３-６８９３-５９４６

医療技術セミナー
復習用ＤＶＤ
復習用ＤＶＤ・ビデオ
ＤＶＤ・ビデオ 頒布申込書
申込日：

年

月

日

頒布申込者
ご所属
電話：
ＦＡＸ：

先生

氏名

連絡先
医療セミナーＮｏ，

セミナータイトル

講師名

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯

合計

件

円 支払方法

（代引き・銀行振込・

）

（連絡欄）
（ＤＶＤ／ＶＨＳ）
この件についての問合先：

電話：03-4588-9056/FAX：03-6893-5946/Eメール

info@skillup-mt.jp

