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1

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

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

講

師・所

属

開催日・領域

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)

2009年6月21日
01臨床全般

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
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
0007 欠番
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？

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）

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）

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)

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
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

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

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

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

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

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

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★

0027 子どもの疾患ｼﾘｰｽﾞ２
不許 ネージメント

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

0003 欠番
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

予防接種と予防接種のリスクマ

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 助教)

2

2009年7月5日
01臨床全般

2009年10月24日
2時間
01臨床全般
2009年9月6日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
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）

講

師・所

属

開催日・領域

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（人畜共通感染症）
◎ 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（脳と心臓）のＭＲＩ画像の読影トレーニング（原
◎ 理の解説と症例の提示）

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

0035 胸部X線写真とCT画像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（食道・胃）における早期癌のＸ線・内視鏡
◎ 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・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
◎ 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 めざましい進歩を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

0042 ダーモスコピ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
習付き）
0043 美容医療における患者の訴えを取り入れた治療戦略と手
◎ 法（注入療法実技付）

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

0044 褥瘡のラップ療法・開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ） （床ず
不許 れパッド作製の実演付）

鳥谷部俊一(大田区・たかせクリニック 顧問)

0045 癌を疑うべき症候
◎ アラームサインを見落とすな

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5月16日
午前
01臨床全般
2010年4月25日
01臨床全般

0046 知ってないと損する”神経内科”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
0047 臨床医家のための免疫学 －免疫力を高める各種療法と
◎ その実際

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 ★

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)

0048 新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
◎ メント外来認知症の概念、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
0049 糖尿病の最新の薬物療法とインスリン外来導入（実技指
◎ 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
0050 どの症状が来てももう困らない クリニックでの患者急変対
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
0051 役立つ腹部エコーのスクリーニング
◎ 上腹部・下腹部・肋骨骨折

平良茂(沖縄県・ハートフルクリニック 院長)

2010年5月16日
午後
01臨床全般
2010年3月28日
03美容

0034 心房細動は怖くない
◎ 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

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

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6月26日

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

0052 下肢の閉塞性動脈疾患と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）

2010年5月23日
01臨床全般

0053 女性の更年期障害の治療と予防
ホルモン補充療法（ＨＲＴ）と漢方療法

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）

2010年6月20日

0054 薬物性肝障害の鑑別診断と治療
◎

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★

0055 「虫」による皮膚疾患の診断と治療
◎ 疥癬、シラミ、虫さされ、など
0057 変形性の股関節症・膝関節症の手術療法と適応症例の
◎ 実際

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)
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01臨床全般

01臨床全般

2010年5月9日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0058 頚部痛・上肢痛、腰痛・下肢痛に対するマッケンジー法
◎ （実技指導付）

講

師・所

属

開催日・領域

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★

鵜養宏(横浜・鵜養医院 院長)

2010年7月18日
01臨床全般★

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）
川畑信也(岡崎・八千代病院神経内科 部長)

2010年11月3日
01臨床全般 ★

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

0064 専門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）
0065 薬疹・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

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

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 開業医のための日常遭遇する苦手科目診療のコツ；あな
不許 たも今日だけ研修医。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 誰も教えてくれない ありふれた皮膚疾患の診断と治療
のコツ
皮膚感染症を中心として
0070 他科医がぜひ身につけておきたい創傷等の治療手技・処
◎ 置実践編（実技指導付）

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

和田浄史(川崎協同病院外科 科長)

2010年10月3日
午後

0071 高齢者の皮膚掻痒症－診断と治療のポイントとその実際
◎

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)

0072 明日からの日常診療にすぐ役立つ頚部エコー検査
◎ 唾液腺病変と甲状腺、頚動脈のエコー検査を一遍に
診る！
0073 終末期医療へのチームアプローチ－病院から在宅までの
◎ 終末期医療を支える－
在宅医療のチームを作るための3つの秘訣
0074 欠番
0075 ありふれた機能性消化管障害の診断と治療（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に役立つ消化管エコーの診かた；
◎ ”の”の字、”の”の字の2回操作法の薦め
虫垂炎、炎症性腸炎・感染性腸炎、その他 胃腸病変を発
0077 プライマリケアにおける消化器疾患の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？

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2010年10月3日
午前
01臨床全般
2011年2月6日
午後
02エコー検査★
2011年1月10日
午後
04在宅医療

0059 こどもの病気－こどもの診療と感染症；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！
0060 明日からの診療に役立つ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
0061 明日からの診療に役立つ認知症診療のこつ
症例から学ぶ診断と治療・対応の実際
0062 実地医家にもできる緩和ケア・がん疼痛医療
◎ 在宅医療への導入の実際
0063 実地医家が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7月25日
01臨床全般

2010年8月8日
01臨床全般

01臨床全般★

和田浄史（川崎協同病院外科 科長）

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

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 ★

0079 いつもの診療をアップグレード（診療・診察の秘訣を体得し
◎ よう！）
診療・診察の秘訣を身につけてより深い診断領域へ
0080 びまん性肺疾患と間質性肺炎の診断と最新治療
◎

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

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 在宅医療－午後から地域へ；エキサイティングな医療の薦
◎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
麻酔科 非常勤講師）
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5日
04在宅医療

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

2010年12月12日
01臨床全般★

チ
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 褥瘡のラップ療法・開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ） （床ずれ
◎ パッド作製の実演付）
在宅医療を支援する！！
0085 ウイルス性慢性肝炎（Ｂ，Ｃ型肝炎の最新治療）と脂肪
◎ 性肝疾患（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16日
01臨床全般

0086 頚胸椎、肩のＸ線写真、ＣＴ、ＭＲＩ画像の読影
◎ 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

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）

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)
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2011年1月23日
01臨床全般★

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0087 ”めまい”のプライマリケア
◎ 脳卒中の予測の鑑別を中心に

講

師・所

属

開催日・領域

城倉健（平塚共済病院神経内科 部長)

2011年1月30日
01臨床全般

0088 プライマリケア外来で出あう”腹痛”と”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
0089 実地医家にできる肛門と大腸疾患の診かたと最新の治
◎ 療法、その実際 “国民病”と呼ばれる痔疾の保存・
薬物療法と手術療法を含めて
0090 腰椎、膝・足関節のＸ線写真、ＣＴ、ＭＲＩ画像の読影
◎ 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・ピロリ感染の病態診断と除菌治療の
実際

大路剛(神戸大学大学院微生物感染症治療学 助教)

2011年2月13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

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2月20日
01臨床全般 ★

0092 聞かないと損する”神経内科の話”②：脳神経症状”物
◎ 忘れ・うつ・不眠”の診方
認知症、うつ、不眠を極める
0093 性感染症（ＳＴＩ）の診断と治療－感染拡大の実態と対
◎ 応政策を訴える
不許
0094 実地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い どのように
診療を進めるのか
0095 在宅療養支援（訪問専門）クリニックに学ぶ（在宅医療を
◎ 志す実地医家に贈る）
なぜ在宅医療なのか？なぜ訪問専門クリニックなのか？
0096 明日からの日常診療にすぐ役立つ胸部エコー検査
◎ エコーによる肺疾患・肋骨骨折の診かた

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

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

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

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

0097 プライマリケアで知っておくべき関節痛・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
0098 フィジカル診断でここまで分かる；その実戦的な応用
◎ 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
0099 他科医のための花粉症治療のＡ to Ｚ（即戦力養成講
◎ 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
0100 検証 ”新医療法人”の「節税モデル」は本当にトクする
◎ のか？（シリーズ２）

岸本暢将(聖路加国際病院アレルギー膠原病科)

2011年2月6日
午前
02エコー検査
2011年5月15日
01臨床全般 ★

0101 聞かないと損する”神経内科の話”③；明日からの診療
◎ にすぐ役立つ“神経診察実技と鑑別診断”の極意を学ぶ
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
0102 他科医（小児科・内科･外科・産婦人科医）のための子ど
◎ もの皮膚疾患の診断と治療

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 ★

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 ★

0103 役立つ腹部エコースクリーニング；泌尿器系と婦人科系
◎ 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
0104 甲状腺エコーの有用性と日常検査に役立つエコー技術
◎ （特別企画；㈱DDOとの共催）

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

2011年4月17日
02エコー検査★

杉山高(浜松南病院画像診断部 顧問)

0105 医療のための『チームビルド』
◎ 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れ
のでしょう？
0106 日常診療に役立つ”頚部エコー”＋こっそり”胸部エコー”
◎ の診かた
唾液腺・甲状腺・頸動脈・胸部疾患（肋骨骨折）エコー
0107 原発の放射能漏れ事故にともなう環境汚染と被曝による
◎ 人体への影響

井出広幸(鎌倉・信愛クリニック 院長)

2011年9月16日
午後
02エコー検査
2011年6月25日
05医業経営

2011年2月27日
01臨床全般

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★

藤倉輝道（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 講師()

2011年2月13日
2時間
01臨床全般
2011年4月23日
05医業経営★

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表・税理士）

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

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)
山西友典(獨協医科大学泌尿器科 教授)

2011年4月16日
01臨床全般

0109 血算はこう読む（前篇：総論／赤血球／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 ★

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

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

0111 血算はこう読む（後編：総論／白血球／汎血球症の疾
◎ 患）
（＃１０９とセット）
0112 開業医（個人・医療法人）のための最新節税対策
◎ 「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）
0113 痛み、しびれ、ふるえ、脱力の診かた
◎ 明日から役立つ外来診療のコツ

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

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）

2011年12月4日
01臨床全般 ★

0114 大増税時代に備える開業医の最新「相続税」対策
◎ （シリーズ４）

西岡篤志(西岡税理士事務所 代表・税理士）

2011年8月27日
午前
05医業経営

0108 実地医家が遭遇しやすい泌尿器科疾患の話
◎ プライマリケアで診る排尿障害・尿閉、頻尿・尿失禁
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2011年6月26日
01臨床全般

01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0115 欠番
0116 脳卒中 Update 脳梗塞前後の臨床とピットフォール
◎

講

師・所

属

開催日・領域

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9月19日
01臨床全般

0117 皮膚血管炎疾患と血管炎を伴わない血管炎類似疾患
◎ 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

0118 原発事故から小児の健康を守る－小児の診療上のチェッ
◎ クポイント(緊急開催 第二弾）

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
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29日
2時間
01臨床全般
2011年10月16日
01臨床全般 ★

宮本明(菊名記念病院心臓血管センター センター長）

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う役立つ甲状腺・頸部
◎ エコー＋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

0122 静脈血栓塞栓症（VTE）と下肢の末梢動脈疾患（PAD・
◎ 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

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

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★

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

0125 家庭医療シリーズ１ 診療能力を広げる優しい婦人科診
◎ 察法
女性の子宮がん検査法と内診術 ＋ 乳房診察術
0126 漢方シリーズ１ プライマリケアで用いる漢方 ～神経症
◎ 状と女性に多い病態を漢方で治す～

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

0127 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

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 日常診療に役立つ乳腺エコー検査の診かた（特別企画；
◎ ㈱DDOとの共催）
乳がんを中心とした症例検討
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
0130 日常診療で遭遇する不明熱
◎ 膠原病を見逃さないためのアプローチ

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）

2時間

岸本暢将（聖路加国際病院アレルギー膠原病科）

2011年12月11日
01臨床全般 ★

0131 関節痛、筋肉痛、腰背部痛、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チ
－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

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

0133 大腸内視鏡検査における”水浸法”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1月29日
01臨床全般

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

0119 誰も教えてくれない疣贅（イボ）治療の実際と私の工夫、
◎ コツ
局所療法と全身療法－私はこう治療している
0120 足から全身を診る: 末梢動脈疾患（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”

0134 欠番
0135 外来で遭遇する『マイコプラズマ肺炎』の診断と治療
◎ （緊急開催）
市中肺炎治療の診断と治療 そのUpdate
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） インクレチン関連薬導入後 2年間
のまとめ と、インスリンの外来処方
0137 糖尿病の薬物に依存しない治療法（健康食品等を使っ
◎ た体質改善による治療） 代謝からインクレチン、そして
新しい治療法へ～いま一度 糖尿病を考える
0138 外傷、熱傷、爪のトラブル、フットケア（特別企画；㈱DDOとの
◎ との共催）
0139 食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
0140 腹痛をともなう胃・腸病変のエコー検査（腹部エコー＋消
◎ 化管エコー）
胃・小腸・虫垂・大腸疾患(炎症性腸疾患を含めて)
0141 グローバルヘルスの視点から見た感染症（特別企画；㈱
◎ DDOとの共催））
①ＳＡＲＳ（'03年・中国）から最近の感染症の話題まで
0142 褥瘡のラップ療法・開放性湿潤療法（ＯｐＷＴ） （床ずれ
◎ パッド作製の実演付）
在宅医療を支援する！
0143 上部消化管（食道、胃）における早期癌のＸ線・内視鏡
◎ 検査と読影のコツ

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

2011年12月2日

02エコー検査★
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 ★

内田大学（木更津・ほたるのセントラル内科 院長）

2012年2月5日

弘田明成（あざみのヘルスクリニック 院長）

午後
01臨床全般
2012年2月5日

午前
01臨床全般
和田浄史（川崎協同病院外科 科長）
2012年2月4日
2時間
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）
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
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）
他、１件（病院内の感染防止）
鳥谷部俊一（大崎市民病院鹿島台分院 診療部長）

長浜隆司（財）早期胃癌検診協会中央診療所 所長）、

2012年2月18日
2時間
01臨床全般
2012年3月20日
午前
01臨床全般
2012年3月4日

小田丈二（東京都がん検診センター消化器科 医長）

01臨床全般
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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便秘と各種の大腸疾患、
◎ 健康食品（特別企画；創立3周年記念謝恩企画）
0145 陥入爪・巻爪、外反母趾、扁平足の治療 形状記憶
◎ 合金のマチワイヤーを使った簡単な巻爪の治療（実演付）
と爪や足の手入れ法を伝授
0146 非定型（現代型）うつ病の診断と治療
◎
0147 安全な大腸内視鏡ポリペクトミーの実際と新しい麻酔を
◎ 使った”評判のとれる”胃カメラ法

講

師・所

属

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

開催日・領域
2012年5月27日
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 ★
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

0148 診療報酬改定と保険請求上の問題点と対策（特別企
◎ 画；創立３周年記念謝恩企画）
実例を踏まえた経営戦略・戦術
0149 プライマリ・ケアにおける”胸痛”への対応
◎ こんな時どうする？ 実際の症例で検討しよう！

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

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
0151 アトピー性皮膚炎の治療戦略
◎ 最新の病態理解と治療のコツ

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）
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
◎ 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
0153 医師とコ・メディカルのための”バイタルサイン”でここまで
◎ 分かる（特別企画；創立3周年記念謝恩企画）
診察室ならびに待合室での患者観察
0154 関節痛診療シリーズ１ 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 整形外科！
◎ 肩・膝・足首関節の診察法とギプス装着

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

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 ★

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（腹部エコー＋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
0158 プライマリケアでの認知症の診断と治療
◎

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 ★

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 ★

0159 関節痛診療シリーズ２ 関節診察 ハンズオン 診察でこ
◎ こまでわかる筋骨格系疾患の大原則（全4回シリーズ）

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

0160 大腸内視鏡検査における”水浸法”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CT画像の読影トレーニング
◎ 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 ★

0163 “脳の新規治療薬 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
0164 プライマリケアで用いる漢方２
◎ 「呼吸器疾患」および「さまざまな不定愁訴」

2012年9月9日
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 01臨床全般★
誉授）
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

0165 関節痛診療シリーズ３ 他の内科疾患と間違える膠原病
◎ 類似症候（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 いまさら聞けない診療シリーズ １ 一人院長外来診療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
0167 呼吸器感染症の診療のピットフォール
◎ 日常診療に潜む大きな罠

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
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
市民総合医療センター 呼吸器センター 助教)
後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2012年9月8日
01臨床全般

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22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★

0168 安全な大腸内視鏡ポリペクトミーの実際と新しい麻酔を
◎ 使った”評判のとれる”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/失敗しない
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
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
0170 実地医家のための末梢静脈疾患・末梢動脈疾患の診断
◎ 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
◎
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2012年11月23日
01臨床全般
2012年9月30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）

講

師・所

属

開催日・領域

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11月11日
02エコー検査

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

0174 実地医家におけるCKD（慢性腎臓病）の総合対策
◎ 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開
◎ 管理する時代から治癒を目指す時代へ

鈴木洋通（埼玉医科大学腎臓内科 教授）

2012年11月25日
01臨床全般

0177 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
◎ 写真読影の大原則（全4回シリーズ）

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2012年12月1日
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

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
0179 薬の副作用マスターコース（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

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

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

0180 プライマリケアのための一次診療の皮膚科
◎ 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

0181 家庭医療における精神疾患と禁煙治療

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

0182 クリニックで診る”胃腸炎”（緊急企画・新春記念セミナー
◎ 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御
までuptodate
0183 群発頭痛・片頭痛/物忘れ・てんかんの診断と治療
◎

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

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

0184 プライマリケアで用いる漢方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

0185 他科医のための外傷治療のABC(新春記念セミナー３）
◎

和田浄史（川崎協同病院外科 科長）

0186 中医学における鍼治療の理論と実技を学ぶ（実技指導
◎ 付）（その１）腰痛

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
01臨床全般
理事長）

0187 実地医家のための 診断上のpitfall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
0188 ありふれた皮膚科の疾患を学ぶ
◎

青田洋一（横浜市立大学 准教授（医学部運動器病態学
（整形外科学）/横浜市立脳血管センター脊椎外科 非常
勤）
渡辺晋一（帝京大学医学部皮膚科 教授）

0189 中医学にもとづく鍼治療の理論とその実際（実技指導付）
◎ （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２！実地医家のための いまさら聞けない輸血
◎ ・血液凝固管理の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）

◎ （家庭医療シリーズ４）

0191 欠番
0192 医療経営セミナー 医療法人だからできる生命保険の賢
◎ い活用法
資産継承、後継者問題、そして節税対策
0193 高齢者の診かた（１）－心身医療、循環器、呼吸器、運
◎ 動機能（2回シリーズ）
１．循環器科、運動機能
0194 塞栓源検索のための経食道心エコーと下肢静脈エコー
◎ 検査：実技付

平﨑裕二(東京女子医科大学麻酔科学)

2013年1月14日
01臨床全般

2013年1月20日
01臨床全般
2013年2月24日
01臨床全般

2013年3月10日
01臨床全般

2013年1月27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
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）
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

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

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

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

0196 プライマリケアのためのリハビリテーション
◎ 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）
0197 高齢者の診かた（１）－心身医療、循環器、呼吸器、運
◎ 動機能（2回シリーズ）
２．心身医療、呼吸器科
0198 プライマリケアで行う 腰痛 下肢痛 の保存的治療法
◎

竹井仁（首都大学東京健康福祉学部理学療法学科 教授）

2013年6月16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

0199 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

三村將（慶應義塾大学医学部精神・神経科 教授）

0200 プライマリケアの現場で役立つ一発診断（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
0201 欠番
0202 ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）の診断と治療
◎ プライマリケアでここまでできるＣＯＰＤ診療

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）

片田重彦（小田原市・かただ整形外科 院長）

2013年6月30日

午前

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）
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01臨床全般
2013年5月19日
01臨床全般

2013年5月18日

午後

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域
01臨床全般

0203 中医学における鍼治療の理論と実技を学ぶ
◎ （その3）膝、足、腰・肩の復習、 他に 認知症、ED編
0204 他科医のための耳鼻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
0205 膠原病 関節炎診療シリーズ１（3回シリーズ） 膠原病・
◎ 関節炎の鑑別診断と治療

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3月31日
藤倉輝道（日本医科大学耳鼻咽喉科 准教授）
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））

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
◎ 周年 開催200回記念謝恩企画２）

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
01臨床全般
病医会 会長）

0207 上殿皮神経絞扼に起因する腰痛や下肢のしびれ等の
◎ 疾患のブロック療法ならびに絞扼解除小施術療法
神経ブロック治療と小手術
0208 実地医家にできる虚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
0209 EPAおよびDHAの臨床的意義を考える（設立4周年
◎ 開催 200回 記念謝恩企画３）

青田洋一（横浜市立脳血管センター 副院長/横浜市立
大学 客員教授（医学部運動器病態学（整形外科学）

2013年4月29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6月23日
01臨床全般

野末剛（横浜栄共済病院循環器内科 副部長）

2013年4月28日

0210 消化器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）

0211 Ｂ型肝炎の診断と治療－感染の急激な増加への対処と
◎ 予防に向けて
0212 2型糖尿病の最新治療
◎ 経口血糖降下薬を中心に

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15日
佐倉宏（東京女子医科大学東医療センター内科 教授
01臨床全般
（同 糖尿病センター兼任））

0213 欠番
0214 びまん性肺疾患診療のピットフォール
◎ 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

0216 プライマリケアにおける診療ガイドラインに沿ったＣ型肝炎
◎ 診療を極める

藤岡高弘（志木市民病院 院長/内科）

0217 ”水浸法”による大腸内視鏡検査（2回シリーズ）
◎ １．理論とトレーニング

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

0218 動物由来感染症と野原でかかるダニ由来感染症の診断
◎ 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
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

大路剛（神戸大学大学院微生物感染症治療学 講師）

2013年9月8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★

0220 プライマリケアで用いる漢方４ アレルギー性疾患・膠原
◎ 病の治療に漢方を活かす
アトピー性皮膚炎や気管支喘息の治療を中心に
0221 ”めまい”を極める
◎ 内科医から診た“めまい”の診断学

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

上田剛士（洛和会丸太町病院救急総合診療科 医長）

2013年9月23日
01臨床全般★

0222 頭痛、片頭痛、肩こりに対するオフラベルボツリヌス治療
◎ ボツリヌスによる痛みの治療シリーズ３（全4回）

寺本純（寺本神経内科/八重洲痛みの診療室 院長）

2015年1月25日
01臨床全般

0223 糖質制限による生活習慣病の治療（体験を中心に）
◎ （出版記念企画；設立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）

0224 膠原病・関節炎シリーズ２(全３回シリーズ)
◎ 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 皮膚から診る全身疾患としての血管炎・血行障害の診
◎ 断と治療
不可
0226 実地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

午前
01臨床全般
2013年7月21日
01臨床全般

2013年7月7日

午後
01臨床全般
2013年9月1日
01臨床全般

2014年5月18日

午後
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

0227 ありふれた機能性消化管障害の診断と治療－胃食道逆
◎ 流症、ピロリ菌感染症、機能性ディスペプシアを極め
る！
0228 ジェネラリストのための呼吸器疾患道場－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
0229 実地医家にできる不整脈の診かたと適切な管理・治療
◎

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

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★

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

0230 実地医家のための“水浸法”による大腸内視鏡検査
◎ （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超音波検査の有用性と応用
◎ （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

0232 皮膚真菌症の診断と治療；多数の症例提示と治療の
◎ 実際

佐藤友隆（東京医療センター皮膚科 医長）

2013年11月24日

午前
9

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

開催日・領域
01臨床全般
2013年12月1日
02エコー系

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

杉山高（浜松南病院画像診断室 顧問）

0234 誰も教えてくれなかった風邪の診かた－風邪という主訴に
◎ 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

0235 膠原病・関節炎の鑑別診断と治療－内科疾患による膠原
◎ 病類似疾患とピットフォール 膠原病・関節炎シリーズ３
(全３回シリーズ)
0236 “人のハい（肺）”で学ぶ胸部Ｘ線写真の読影演習－要
◎ 所を抑えた見逃しのない読影法を学ぶ

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

山口哲生（ＪＲ東京総合病院 副院長/呼吸器内科）

2014年1月11日

0237 “浮腫”を極める－内科医から診た“浮腫”の診断学
◎

上田剛士（洛和会丸太町病院総合診療科 医長）

0238 いまさら聞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
◎ 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

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

藤岡弘高（志木市市民病院 院長/内科）

0241 実地医家のための肺高血圧症の臨床－明日から肺高血圧
◎ 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 食物アレルギーへの対応－経口免疫寛容、経皮感作な
◎ 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
0244 粒良流の上部消化管の内視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
0245 日常診療で遭遇する接触皮膚炎症候群と全身性接触
◎ 皮膚炎

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

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

0246 四肢に痺れを呈する脊椎とその周辺疾患－Pitfallになりや
◎ すい上殿皮・中殿皮神経絞扼－

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）

0247 心電図から読み解く虚血性心疾患、不整脈、心不全等の
◎ 診断と治療－声に出して覚える心電図の手法を活かし
て－
0248 SGLT-２阻害薬を含めた、最も新しい糖尿病の診断と
◎ 治療

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

竹尾浩紀（世田谷区・たけおクリニック 院長）

2014年11月16日
01臨床全般

0249 実地医家のための大腸内視鏡検査における挿入困難例の
◎ 検討と解決法

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）、近間威彦（MIWA内科
胃腸科CLINIC葵 院長）

2014年7月20日
01臨床全般

0250 明日から使える！ 患者が集まるクリニックのための１２の
◎ アイデア－クリニック経営改善①総論（全4回シリーズ）
スキルアップ設立5周年記念・経営セミナー３
0251 明日から使える！ 患者が集まるクリニックのための１２の
◎ アイデア－クリニック経営改善②外部環境とマーケ
ティング（全4回シリーズ）
0252 明日から使える！ 患者が集まるクリニックのための１２の
◎ アイデア－クリニック経営改善③地域・患者とのコミュ
ニケーション（全4回シリーズ）
0253 明日から使える！ 患者が集まるクリニックのための１２の
◎ アイデア－クリニック経営改善④内部環境・統制論
（全4回シリーズ）
0254 ジェネラリストのための呼吸器疾患道場２－間質性肺炎と
◎ びまん性肺疾患を究める

竹尾浩紀（世田谷区・たけおクリニック 院長）

2014年7月20日
02経営

竹尾浩紀（世田谷区・たけおクリニック 院長）

2014年10月4日
02経営

竹尾浩紀（世田谷区・たけおクリニック 院長）

2014年11月8日
02経営

竹尾浩紀（世田谷区・たけおクリニック 院長）

2014年12月6日
02経営

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

0255 睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）の診断と治療－呼吸器科
◎ 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

0256 プライマリケア医に必要な神経症状診療スキル－頭痛，め
◎ 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－
0257 爪白癬と足白癬の診断と治療
◎

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

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）

0259 不整脈の診かた・考え方
◎

田邉晃久（海老名総合病院循環器内科 顧問/前 東海大学
循環器内科 教授）

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

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

0261 分泌異常に対するオフラベルボツリヌス治療－多汗症、
◎ 花粉症と慢性鼻炎、唾液分泌過多、他
ボツリヌスによる痛みの治療シリーズ２（全4回）

寺本純（寺本神経内科 院長/八重洲痛みの診療室 院長）

2014年12月7日
01臨床全般

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13日
01臨床全般★

2014年1月26日
01臨床全般
2014年2月2日

午前

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9日
01臨床全般

2014年2月2日

午後
01臨床全般
2014年3月23日
01臨床全般

2014年5月18日

午前
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01臨床全般
2014年5月25日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
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

講

師・所

属

山口佳寿博（東京女子医科大学日暮里クリニック 教授）

開催日・領域
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）－ダーモスコピーの使い
◎ 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）

0264 実地医家でできる生活習慣病の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
01臨床全般
イノベーションセンター 教授）
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ーション（平衡訓練）”を体得する
◎ ～明日からめまい治療の手札が増える；”めまい”への耳鼻
咽喉科からのアプローチ～
0268 プライマリケアに必要なメタボリック症候群の診断と治療
◎ 高血圧と脂質異常症に注目して

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診断と治療；シマウマ探しは
◎ 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インクリニック
◎ あなたもやってみませんか？！

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疾患道場３－胸部X線写真
◎ 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
0272 ジェネラリストのための外来で遭遇する感染症疾患アップデ
◎ ート－経口抗菌薬ｏｖｅｒｖｉｅｗ前編/熱源探索 敗血症患者
の見つけ方
0273 大腸内視鏡検査における”水浸法”１
◎

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

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

0274 ”中枢性めまい”を見逃さないための画像検査のピットフォ
◎ ール（シリーズ２）－片頭痛関連めまい、めまいの不定愁訴
へのアプローチ：明日からめまい治療の手札が増える②
0275 実地医家におけるＣＯＰＤ増悪と最新の治療戦略
◎ 実地医家にCOPD診療の自信がつく②（全２回シリーズ）

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9月15日
01臨床全般

山口佳寿博（東京女子医科大学 教授）

2014年9月21日
01臨床全般

0276 実地医家が遭遇する慢性疼痛症、特に線維筋痛症の
◎ マネージメントを中心に

岡

0277 整形外科領域のオフラベルボツリヌス治療－治療指導・
◎ 経営指導（自由診療付き）
ボツリヌスによる痛みの治療シリーズ１（全4回）
0278 心血管イベントを見据えた糖尿病治療
◎

寺本純（寺本神経内科/八重洲痛みの診療室 院長）

2014年10月5日
01臨床全般

島袋充生（徳島大学ヘルスバイオサイエンス研究部心臓病態
特任教授）

2014年10月12日
01臨床全般

0279 日常診療で遭遇する性感染症（ＳＴＤ）とエイズ（HIV）等
◎ の診断と治療、診療上のハザード対策
早期診断のコツと患者からの血液暴露対策
0280 実地医家が遭遇する整形外科領域の疾患と間違いやす
◎ い内科疾患

大路剛（神戸大学附属病院感染症内科 講師）

2014年10月26日
01臨床全般

0281 大腸内視鏡検査における”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

0282 100年の歴史を踏まえて近未来におけるインフルエンザ・パ
◎ ンデミックの可能性を探る

山口佳寿博（東京女子医科大学 教授）

2014年12月21日
01臨床全般

0283 脳卒中後の拘縮等による痛み等の諸症状に対するオフ
◎ ラベルボツリヌス治療
ボツリヌスによる痛みの治療シリーズ４（全4回）
0284 糖質制限による糖尿病をはじめとした代謝性疾患の治療
◎ ～糖質制限、今 始めなかったらやばいです～

寺本純（寺本神経内科/八重洲痛みの診療室 院長）

2015年2月8日
01臨床全般

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

0285 プライマリケアで扱う（男性型）脱毛・薄毛症の診断と
◎ 治療

乾 重樹（大阪大学附属病院皮膚・毛髪再生医学 准教授）

2014年12月14日
01臨床全般

0286 実地医家のための心電図から心臓を覗く(１)
◎ 心エコー所見を中心に、疾患・病態治療を含めて

田邊晃久（海老名総合病院 顧問/やまと中央循環器内科
院長/元 東海大学循環器内科 教授）

2014年12月21日
01臨床全般

0287 心電図から読み解く虚血性心疾患、不整脈、心不全等の
◎ 診断と治療２－声に出して覚える心電図の手法を活かしてー
新春記念セミナー１
0288 ”がん哲学”外来に学ぶ
◎ がん患者と向き合い、患者と家族へのケアの重要性とポイント
新春記念セミナー２
0289 腎疾患と高血圧、この領域の先発薬、ジェネリック薬品の
◎ 評価と使い分け
新春記念セミナー３
0290 実地医家のための腰痛治療の新たな試み
◎ 腰痛どうしていますか？ 骨粗鬆症の治療も含めて

高沢謙二（東京医科大学八王子医療センター循環器内科

2015年1月11日
01臨床全般

樋野興夫（順天堂大学病理・腫瘍学 教授）

2015年1月11日
01臨床全般

折田純久（千葉大学附属病院整形外科 助教）

2015年1月18日
01臨床全般

0291 虚血性心疾患の心電図診断の基本
◎

吉野秀朗（杏林大学医学部内科学Ⅱ 教授）

2015年2月1日
01臨床全般

寛（東京医科大学八王子医療センターリウマチ科 教授） 2014年9月23日
01臨床全般

中澤明尋(横浜市民病院 副院長/整形外科 部長)、青田洋一 2014年11月2日
01臨床全般
（横浜市立脳血管医療センター 副所長）

午後のみ

午前のみ

夕刻のみ
栗山哲（東京慈恵会医科大学附属病院腎臓・高血圧学 教授） 2015年1月12日
01臨床全般
中野知子（東京慈恵会医科大学附属病院循環器内科）
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セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0292 高齢者の救急医療～特に急性期病態対応のエッセンス～
◎ 救急医から見た在宅医療における今後のあり方と課題

講

師・所

属

開催日・領域

太田祥一（東京医科大学救急・災害医学 教授/恵泉クリニック 2015年3月21日
01臨床全般
院長）

0293 災害医療のＡＢＣとトリアージ（緊急度判定） 現場、外
◎ 来から災害対応まで(学生時代には習わなかった知識！
救急・災害医から見た災害医療における今後のあり方と課題
0294 アスベストと中皮腫疾患の診断と治療
◎

太田祥一（東京医科大学救急・災害医学 教授/恵泉クリニック 2015年3月29日
01臨床全般
院長）

0295 実地医家のためのひとりで学ぶ大腸内視鏡挿入法①
◎ １カ月で身につく！ 身近な素材で練習できる！ スコー
プ挿入上達のポイントを惜しまず語る①
0296 高齢者の血圧管理
◎ ＣＫＤ（慢性腎臓病）を考慮に入れて

仲道孝次（福岡徳洲会病院消化器内科 部長）

安田隆（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院腎臓・高血圧
内科 准教授）

2015年2月22日
01臨床全般

0297 実地医家が外来で遭遇する呼吸器疾患（呼吸器疾患道
◎ 場４） 咳の鑑別を極める

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2015年4月19日
01臨床全般

0298 コミュニケーション力を高めるコーチング研修(基礎編)
◎ コーチングを身につけて医療スタッフの離職を予防しよう
人材教育・育成セミナー①コーチング(全2回)
0299 実地医家のためのひとりで学ぶ大腸内視鏡挿入法②
◎ 大腸内視鏡挿入法の習得のための上部消化管内視鏡（挿入
入術）活用法
0300 ゼネラリストのための身体診察を極める。患者の心をつか
◎ む診療を！
開催300回記念セミナー１
0301 リウマチ膠原病診断～検査所見の読み方からハンズオンまで～
◎ 開催300回記念セミナー２

宮崎良徳（ユア・ベスト・コーチ 代表）

2015年1月17日
02経営セミナー

仲道孝次（福岡徳洲会病院消化器内科 部長）

2015年3月15日
01臨床全般

山中克郎（藤田保健衛生大学救急総合内科 教授）

2015年3月8日
01臨床全般

岸本暢将（聖路加国際病院リウマチ膠原病科）

2015年3月1日
01臨床全般

0302 実地医家にできる胆膵疾患の診断と治療 ＰａｒｔⅡ
◎

西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

2015年4月5日
01臨床全般

0303 ”めまいのリハビリテーション（平衡訓練）”を体得する
◎ 明日からめまい治療の手札が増える①実技付き(2回シリーズ）

新井基洋（横浜市立みなと赤十字病院耳鼻咽喉科 部長）

2015年4月26日
01臨床全般

0304 ありふれた耳鼻咽喉科の疾患の診断と治療
◎ 喉と鼻の疾患の診断と治療：咽頭炎、扁桃炎、喉頭炎、副
鼻腔炎などのコモンな疾患、咽頭蓋炎などの救急疾患、成
人の百日咳など
0305 実地医家が知っておきたい耳鳴りと難聴の最新医療
◎ 耳鳴りは脳のトレーニングで改善できる！

齋藤晶（ＪＣＨＯ埼玉メディカルセンター耳鼻咽喉科 部長）

2015年4月29日
01臨床全般

新田清一（済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科 科長）

2015年3月22日
01臨床全般

0306 シミ、そばかす、肝斑、アザ、ホクロ、ニキビの診断と治療
◎ レーザー治療を中心に

渡辺晋一（帝京大学医学部皮膚科学 教授）

2015年5月17日
01臨床全般

0307 腎保護を考えた降圧薬の使用－降圧剤が蛋白尿を減ら
◎ すメカニズムを知る

西山 成（香川大学医学部薬理学 教授）

0308 肺炎診療の実地を極める－肺炎の画像診断、鑑別診
◎ 断、抗菌薬の適正使用

山口佳寿博（東京医科大学 客員教授、東京女子医科大学
睡眠総合医療センター 長）

2015年5月10日
01臨床全般
午後のみ
2015年5月31日
01臨床全般

0309 実地医家のための内科で診る不定愁訴①（全3回シリー
◎ ズ）
診断マトリックスでよくわかる不定愁訴の診かた
0310 美容医療における注入療法－ヒアルロン酸・ボトックスの
◎ 使い方に習熟する－自由に使いこなせるように、注入療
法の基本を押さえる：シワ、タルミの注入療法のＡＢＣ
0311 コミュニケーション力を高めるコーチング研修(基礎編) ２
◎ コーチングを身につけて医療スタッフの離職を予防しよう
人材教育・育成セミナー①コーチング(全2回)
0312 実地医家のためのピロリ新時代の胃カメラ観察法と細径
◎ スコープを使った新しい大腸内視鏡挿入法

国松淳和（国立国際医療研究センター病院総合診療科）

2015年6月7日
01臨床全般

関谷秀一（関谷クリニック南青山 院長）

2015年5月24日
04美容医学

宮崎良徳（ユア・ベスト・コーチ 代表）

2015年5月10日
02経営セミナー

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）、佐藤達雄（東京大学
大学院物療内科）

2015年8月23日
01臨床全般

0313 実地医家のための実戦甲状腺疾患診療講座②
◎ 診療のminimum requirementから知っておくべきtopicsまで－
一歩進んだ甲状腺診療に向けて
0314 プライマリケアのための自験例から学ぶ最新の糖尿病治療
◎ DDP-4阻害薬とSGLT-２阻害薬を中心に最新の糖尿
病治療薬物治療
0315 中心血圧の計測を取り入れた新しい血圧の考え方と図り
◎ 方（実習付き）

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 2015年6月14日
01臨床全般
泌内科 教授/代謝内分泌内科 部長）

0316 漢方治療の症例研究 ５
◎
0317 中高年者のスポーツ外傷・障害の診断と治療－膝・足を
◎ 中心として

樋野興夫（順天堂大学病理・腫瘍学 教授）

2015年2月14日
01臨床全般
夕刻のみ
2015年2月15日
01臨床全般

午前のみ

伊藤真一（全国臨床糖尿病医会 会長/伊藤内科小児科クリニ 2015年6月21日
ック 院長）、辻野元祥（東京都立多摩医療センター内科 部長）01臨床全般
高沢謙二（東京医科大学附属病院健診予防医学センター 長 2015年6月28日
01臨床全般
/教授）、松本知沙（東京医科大学病院循環器内科 臨床助
教）
2015年8月1日
野上達也（富山大学医科薬学研究部和漢診療学 助教）
01臨床全般
夕刻
中川晃一（東邦大学医療センター佐倉病院整形外科 教授） 2015年7月5日
斎藤雅彦（東邦大学医療センター佐倉病院整形外科 助教） 01臨床全般

0318 プライマリケア医が知っておくべき眼科のエッセンス
◎ 日常診療で遭遇する眼症状と眼疾患への対応

田辺由紀夫（横浜市・洋光台眼科クリニック 院長）

2015年7月12日
01臨床全般

0319 実地医家のための嚥下のしくみと嚥下障害の診断・治療
◎

梅野博仁（久留米大学医学部耳鼻咽喉科 教授）

0320 実地医家に役立つ抗血栓薬の使い方－循環器疾患を
◎ 中心に：より有効で、より安全に

岩出和徳先生（横浜医療センター外来診療部長/東京女子
医科大学循環器内科 非常勤講師）

2015年7月19日
01臨床全般
夕刻のみ
2015年7月26日

0321 糖尿病薬DPP-4阻害薬 Next Stageへ－新たなる治

東條克能（東京慈恵会医科大学柏病院 院長/教授）
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01臨床全般
2015年8月2日

セミナーNo.
◎ 療戦略の可能性

タイトル・サブタイトル

0322 欠番
0323 実地医家のための高齢者診療と心因性疾患者診療で
◎ 身体診察を強力な武器にするためのエビデンス

講

師・所

属

開催日・領域
01臨床全般
午前のみ

上田剛士（洛和会丸太町病院救急総合診療科 医長）

2015年7月20日
01臨床全般

0324 実地医家が知っておくべき泌尿器科疾患の診断と治療
◎ 遭遇する頻度が高い出血（前立腺肥大症、過活動膀胱、
前立腺がんなど）、排尿障害、頻尿とED,男性更年期障害な
0325 ＭＥＲＳやＳＡＲＳ，Ｅｂｏｌａ出血熱、新型インフルエンザ
◎ 等の基礎知識と対応について学ぶ－常日頃からのイン
フルエンザやノロウイルス、コロナウイルス等への対応は、ある程
度共通した対策を普段からやっておくことが大事
0326 実地医家のための内科で診る不定愁訴②（全3回シリー
◎ ズ）
診断マトリックスでよくわかる不定愁訴の診かた
0327 実地医家のための心電図から心臓を覗く（２）
◎ 心エコー法を含めて形態・動態、治療を考える

深貝隆志（昭和大学豊洲病院泌尿器科 教授）、佐々木春明
（昭和大学藤が丘病院泌尿器科 教授）

2015年8月30日
01臨床全般

大路剛（神戸大学附属病院感染症内科 講師）

2015年8月2日
01臨床全般
午後のみ

国松淳和（国立国際医療研究センター病院総合診療科）

2015年9月6日
01臨床全般

田邊晃久（海老名総合病院 顧問、やまと中央循環器内科
院長/前 東海大学循環器内科教授/現客員教授）

2015年7月19日
01臨床全般

0328 ボトックスによる痛みの治療シリーズ５
◎ オフラベルボツリヌスによる奥歯のかみしめによる痛みの
治療
0329 Ｃ型肝炎の治療最前線－大きく変わった治療を学ぶ
◎ 新薬続々登場！ 高い治癒率！

寺本純（寺本神経内科 院長/八重洲痛みの治療室 院長）

2015年9月20日
01臨床全般

溝上雅史（国立国際医療研究センター肝炎・免疫センター
長）

0330 他科医のための成人のてんかんの診断と治療
◎

兼本浩祐（愛知医科大学精神科学 教授）

2015年9月27日
01臨床全般
午後のみ
2015年10月4日

0331 実地医家のための間質性肺炎の診断と治療－明日から
◎ びまん性間質性肺炎の診療に自信が持てる

山口佳寿博（東京医科大学 客員教授、東京女子医科大学
睡眠総合医療センター 長）

2015年10月18日
01臨床全般

0332 成人診療に必要なワクチンの知識とＶＰＤについての世界
の趨勢－大人へのプレべナー１３の使い方から成人百
日咳対策、ポリオ撲滅へ向けて まで
0333 本当は怖い便秘と腸閉塞の診断と治療
◎

大路剛（神戸大学病院感染症内科 講師）

2015年10月25日
01臨床全般

西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

2015年11月1日
01臨床全般

0334 リウマチ性疾患における関節超音波検査の有用性と応用
◎ （実技演習付き）－骨関節領域の病変の診断のスキル
アップに関節超音波検査の導入を！
0335 無送気で無麻酔で無痛の大腸内視鏡挿入法－”水浸
◎ 法”の集大成！！；注水ポンプを使った”水浸法”の秘伝
のテクニックを全公開
0336 患者さんに選ばれるクリニック、とは？！
◎ たった3つの質問に答え、考えるだけで、患者さんに選ばれ
るクリニックになる！
0337 プライマリケアに必要な水・電解質異常による疾患－腎
◎ 臓疾患や内分泌疾患を中心に

大野滋（横浜市立大学市民総合医療センター膠原病内科
准教授）

2015年11月3日
02エコー領域

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2015年11月8日
01臨床全般

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2015年9月27日
02経営セミナー
午前のみ
2015年11月15日
01臨床全般

0338 コ・メディカル(看護師、理学療法士、運動療法士）のため
◎ の”めまいのリハビリ”（実技演習付き）

新井基洋（横浜市立みなと赤十字病院耳鼻咽喉科 部長）

2015年9月19日
01臨床全般

0339 高齢者の嚥下障害と音声障害の診断と治療（特別企
◎ 画）－嚥下障害と発声障害の実践的対処メソッド

津田豪太（聖隷佐倉市民病院耳鼻咽喉科 部長）、西山耕
一郎（横浜市・西山耳鼻咽喉科 院長）

2015年11月29日
01臨床全般

0340 実地医家のための内科で診る不定愁訴③（全3回シリーズ）
◎ 診断マトリックスでよくわかる不定愁訴の診かた

国松淳和（国立国際医療研究センター病院総合診療科）

2015年12月6日
01臨床全般

0341 めまいの診断から治療まで―めまいの診療を得意にしよう
◎

城倉健（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 副病院長）

2015年12月13日
01臨床全般

0342 心電図から読み解く虚血性心疾患、不整脈、心不全等の
◎ 診断と治療－声に出して覚える心電図の手法を活かし

高沢謙二（東京医科大学健診予防医学センター 長/教授）

2015年12月20日
01臨床全般

0343 実地医家のための プライマリケアでの肩痛治療－肩痛、
◎ どうしていますか？ 痛みの基礎と肩痛診療の実際

折田純久（千葉大学附属病院整形外科 助教）

2015年12月23日
01臨床全般

0344 ジェネラリストのための呼吸器疾患道場５ 呼吸器科領
◎ 域の疾患の聴診、打診、触診、胸部X線写真による診

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2016年1月10日
01臨床全般

0345 病院、医院と家庭医で行う呼吸器科リハビリ・運動療法
◎ COPDを中心に（新春記念セミナー３）

宮尾直樹（日本鋼管病院呼吸器内科 部長）

2016年1月11日
01臨床全般

0346 認知症性疾患の診断と治療－神経病理・病態生理から
◎ 理解するEvidence Based Dementia

眞鍋雄太（横浜新都心脳神経外科病院内科 部長/藤田保健 2016年1月17日
01臨床全般
衛生大学病院救急総合内科 客員准教授）

0347 患者さんが来ているのにお金が残らない．．．とお悩みの
◎ 先生へ（新春記念セミナー２；医療経営セミナー）

2016年1月10日
02経営セミナー
夕刻のみ
方波見卓行（聖マリアンナ医科大学横浜西部病院内分泌内科 2016年1月31日
01臨床全般
部長/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学 教授）

て－心電図の基本をマスターし診療に活かす

断、そして治療（新春記念セミナー１）

クリニックのお金が不足する三大原因を明らかにして、対策を考える

0348 実地医家のためのカルシウム代謝異常症のABC
◎ カルシウム代謝異常をきたす副甲状腺関連疾患

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

(セミナー開催350回記念）

0349 医師人生を豊かにするための医療法人活用基礎講座－
◎ 医療法人の活用を医業と個人の両面から考える

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

0350 肥満糖尿病治療のブレークスル－プライマリケアでできる
◎ 肥満・糖尿病治療

辻野元祥（東京都立多摩総合医療センター代謝内分泌内科
部長）

2016年3月20日
02経営セミナー
夕刻のみ
2016年2月7日
01臨床全般

岸本暢将（聖路加国際病院リウマチ膠原病科）

2016年2月11日

(セミナー開催350回記念）

0351 プライマリケアでできる関節リウマチ診療－鑑別診断と検査/
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セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
◎ 生物学的製剤使用を含めた治療と副作用モニタリング

講

師・所

属

開催日・領域
01臨床全般

(セミナー開催350回記念）

0352 実地医家が知っておくべき新規抗凝固薬NOACの使分
◎ より有効に、より安全に使うための方法－新・旧抗凝固薬
の違いによる安全性への期待
0353 経鼻内視鏡による上部消化管の検査とピロリ菌感染胃炎と胃
◎ 癌、除菌 経鼻内視鏡を用いた咽頭、食道、胃の観察。特殊光を

根岸耕二（横浜市立市民病院循環器内科 部長）、酒井正憲
（横浜市立市民病院循環器内科 医長）

2016年4月10日
01臨床全般

小田丈二（東京都がん検診センター消化器科）、川田研郎
(東京医科歯科大学消化器外科 講師）

2016年2月14日
01臨床全般

用いた観察とピロリ菌感染と胃炎、胃癌、除菌の実際

0354 静脈血栓塞栓症（VTE）と下肢の末梢動脈疾患（PAD・
◎ ASO）の診断と治療（下肢静脈エコー実技付）

榛沢和彦（新潟大学医歯学総合研究科呼吸循環外科 講師） 2016年2月21日
01臨床全般

0355 プライマリケアのための外来での発熱診療
◎ 発熱患者の診断から外来でできる感染症治療

大路剛（神戸大学感染症内科 講師）

0356 実地医家のための泌尿器科疾患の診断と治療
◎ 自覚症状から考える泌尿器疾患とその症例研究

寺西淳一（横浜市立大学附属市民総合医療センター泌尿器科 2016年3月6日
01臨床全般
講師）

0357 プライマリケア医が日常診療で遭遇する眼科の感染症と
◎ 薬物治療 内科医でもできる範囲について 「何でもタリビット」から
卒業しよう！
0358 実地医家のための慢性腰痛のUp-to-date
◎ 診断と治療

田辺由紀夫（洋光台眼科クリニック 院長）、稲田紀子（日本
大学医学部板橋病院眼科 助教）

2016年3月13日
01臨床全般

二階堂琢也（福島県立医科大学整形外科 講師）

2016年3月20日
01臨床全般

0359 糖尿病の薬物治療Up-to-date 特にインスリンの外来処方
◎ DPP-4阻害薬、SGLT-２阻害薬、GLP-１受容体作動薬まで

辻野元祥（東京都立多摩総合医療センター代謝内分泌内科
部長）、西田賢司（東京都立多摩総合医療センター代謝
内分泌内科 部長）
中川晃一（東邦大学佐倉医療センター整形外科 教授）
斎藤雅彦（東邦大学佐倉医療センター整形外科 助教）

2016年3月27日
01臨床全般

0360 実地医家のための中高年者に多い膝・足の痛みの診断と
◎ 治療

2016年2月28日
01臨床全般

2016年4月3日
01臨床全般

0361 腹部丸ごとエコー検査(腹部+消化管）
◎ 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）
0362 睡眠障害の全貌を理解する
◎ 睡眠関連呼吸障害を中心に

杉山高（浜松南病院画像診断部 顧問）

2016年4月17日
02エコー検査

山口佳寿博（東京女子医科大学睡眠総合診療センター 長/
東京医科大学 客員教授）

2016年4月24日
01臨床全般

0363 ドクターGの診断推論講座(痛み等 頻度の多い重要な
◎ 症候学) 開催7周年記念セミナー
診断正確度と効率を高めるために病歴と身体所見からの鑑別
0364 リウマチ性疾患における関節超音波検査の有用性と応用
◎ （実技演習付き）－骨関節領域の病変の診断のスキル
アップに関節超音波検査の導入を！
0365 実地医家に役立つ知らないと怖いCOPD
◎ すぐに使えるコンプライアンス向上のための患者教育・禁煙指導

徳田安春（総合診療医学教育研究所 COE）

2016年4月29日
01臨床全般

大野滋（横浜市立大学市民総合医療センター膠原病内科
准教授）

2016年5月8日
02エコー領域

三島渉（横浜市・上六ッ川内科クリニック 院長）

2016年3月21日
01臨床全般

0366 プライマリケアで診る性行為感染症の診断と治療
◎ 梅毒を中心に、淋病、クラミジア、エイズ

大路剛（神戸大学感染症内科 講師）

2016年5月15日
01臨床全般

0367 プライマリケアに必要な高尿酸血症の診断と治療のコツ
◎

栗山哲（東京国税局診療所・健康管理センター 所長/東京
慈恵会医科大学腎臓高血圧内科学 教授）

2016年5月29日
01臨床全般

0368 日常診療で遭遇する免疫性神経疾患の早期診断の
◎ ポイント
日常診療で見逃がさないために
0369 その治療法でよいのですか？ ありふれた皮膚疾患の
◎ 診断と治療

永田栄一郎（東海大学医学部診療内科 教授）

2016年6月5日
01臨床全般

渡辺晋一（帝京大学医学部皮膚科学 教授）

2016年6月12日
01臨床全般

0370 実地医家にできる肛門と大腸疾患の診かたと最新の治
◎ 療法と、その実際
国民病と呼ばれる痔疾の保存・薬物療法と手術療法を含めて
0371 肺がん画像読影のポイントと治療の最新情報
◎ いまそこにある臨床の危機

岡本欣也（東京山手メディカルセンター大腸肛門センター
部長）

2016年6月19日
01臨床全般

山田耕三（神奈川県立がんセンター呼吸器内科 部長）

2016年6月26日
01臨床全般

0372 うつ症状の見分け方－症例をもとに考える；うつ病？ 統
◎ 合失調症？ ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害）？ それ
とも内科疾患？
0373 日常診療で見逃してはいけない大切な皮膚疾患
◎ 大切な皮膚疾患とデルマドローム

綿引秀夫（土浦市・わたひきクリニック 院長）

2016年8月11日
01臨床全般

堺則康（希望ヶ丘すずらんクリニック 院長/東京医科大学
客員講師）、東直行(日本医科大学多摩永山病院皮膚科
部長/准教授）
後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）、佐藤達雄（東京大学

2016年7月10日
01臨床全般

大学院物療内科）

01臨床全般

0375 外来は症例の宝庫 外来診療 疾患の振れ幅を学ぶ
◎ 症例集
前篇
0376 喘息治療・管理の臨床最前線(実技・体験付)－吸入
◎ 支援などに基づいた個別化医療：喘息症状ゼロを目指し
て
0377 医療法人制度と設立の判断方法について
◎ 医療法人の設立・運営・解散・廃業①(全3回)

西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

2016年7月18日

西川正憲（藤沢市民病院診療部 部長・呼吸器内科 部長）

01臨床全般
2016年7月24日
01臨床全般

0378 見直されてきたCKDにおける高尿酸血症の臨床的意義
◎ CKDにおける早期尿酸管理の重要性 進行因子か？
治療は？
0379 総合診療における神経学的所見の重要性
◎ 明日から使える神経内科的診察手技＆パーキンソン病

内田俊也（帝京大学医学部内科学 教授）

0380 プライマリケアの糖尿病の薬物治療Up-to-date②
◎ 肥満合併例・後期高齢者治療の最新情報

辻野元祥（東京都立多摩総合医療センター代謝内分泌内科
部長）、西田賢司（東京都立多摩総合医療センター代謝
内分泌内科 部長）

のポイント

0374 プロポフォール麻酔と粒良式観察法による全く苦痛のない
◎ 胃カメラ検査法

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2016年7月17日

2016年7月17日
02経営セミナー
夕刻のみ
2016年7月31日
01臨床全般

眞鍋雄太（横浜新都心脳神経外科病院内科 部長/藤田保健 2016年8月7日
01臨床全般
衛生大学病院救急総合内科 客員准教授）
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2016年8月21日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0381 CKD(慢性腎臓病)の診療の基本 総まとめ
◎

講

師・所

属

開催日・領域

安田隆（吉祥寺・あさひ病院 副院長/前 聖マリアンナ医科
大学腎臓・高血圧内科 准教授）

2016年8月28日
01臨床全般

0382 ”水浸法”による無痛大腸内視鏡挿入法
◎ 「“水浸法”による無痛大腸内視鏡挿入法」出版記念！

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2016年9月4日
01臨床全般

0383 プライマリケアのための頭痛診療のマネジメント
◎ 診断から治療まで

永田栄一郎（東海大学医学部神経内科 教授）

2016年9月18日
01臨床全般

0384 肥満外来30年から学ぶ 熟睡して痩せる３・３・７”睡眠
◎ ダイエット”

左藤桂子（ヘルスプロモーション研究所 所長、代表取締役）

2016年9月19日
01臨床全般

0385 ２．医療法人の活用方法について
◎ 医療法人の設立・運営・解散・廃業②(全3回)

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2016年9月18日
02経営セミナー

0386 専門医に学ぶ中高年者に多い肩、肘、手の痛みの診断と治療

松浦祐介（千葉大学附属病院整形外科 助教）、山口毅(千葉 2016年9月25日
01臨床全般
市立青葉病院整形外科 )

0387 実地医家が知っておくと便利な精神科疾患の実際診療
◎ 睡眠障害とパニック障害

綿引秀夫（土浦市・わたひきクリニック 院長）

2016年5月12日
01臨床全般

0388 外来診療、在宅診療にも役立つ超音波”肺エコー”の裏ワザ
◎ (実技指導付）
肺・気道・心臓・中枢神経の生理学的異常をエコーで見破る
0389 超高齢社会とめまい診療最前線－中枢性めまいを見逃して
◎ いませんか？；めまいは内耳とは限らない！

鈴木昭広（東京慈恵会医科大学麻酔科 准教授）

2016年10月10日
02 エコー検査

中山杜人（鎌倉・額田記念病院 顧問）

2016年10月16日
01臨床全般

0390 実地医家が知っておくべき糖質制限を含む新しい糖尿病治療
◎ の最前線（スキルアップ8周年記念）

宗田哲男（市原市・宗田マタニティクリニック 院長）、
水野雅登(足立区・友愛病院 副院長）

2016年10月23日
01臨床全般

0391 内科外来で診る”不明熱”へのアプローチ
◎ 感染症と総合内科の視点から実症例を通じてー感染症？膠原
病？
0392 プライマリケア医のための実地診療に役立つ神経眼科
◎

大路剛（神戸大学感染症内科 講師）、国松淳和（国立国際
医療研究センター病院総合診療科）

2016年10月30日
01臨床全般

石川弘（埼玉医科大学眼科 客員教授/日本大学板橋病院
眼科 講師）

2016年11月6日
01臨床全般

0393 実地医家のための大腸内視鏡 挿入困難例の解決
◎ 挿入困難に陥ったときの秘伝のテクニックを全公開

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

2016年11月23日
01臨床全般

0394 内科領域を中心とした患者の主訴から考える診断確定術
◎

塩尻俊明（国保旭病院総合診療科 副院長/部長）

2016年11月20日
01臨床全般

0395 ３．医療法人の承継・解散・廃業に向けた経営戦略
◎ 医療法人の設立・運営・解散・廃業③(全3回)

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2016年11月20日
02経営セミナー

0396 糖質制限による糖尿病をはじめとした代謝性疾患の治療
◎ ②日本人を救う革命的食事法のすべて－この10年で

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）

2016年11月27日
01臨床全般

0397 肺の循環障害の診断と治療
◎

坂尾誠一郎（千葉大学附属病院呼吸器内科 講師）

2016年12月18日
01臨床全般

0398 ダーモスコピーの基本的診断方法と掌蹠母斑の診かた・考え方
◎

田中勝（東京女子医科大学皮膚科 教授）

2016年12月11日
01臨床全般

0399 脳梗塞予防－出血させずに血液サラサラにする極意
◎

長尾毅彦(日本医科大学多摩永山病院脳神経内科 教授）

2016年12月4日
01臨床全般

0400 薬の副作用マスターコース２(新春記念・開催400回記念セミ
◎ ナー）

徳田安春（総合診療医学教育研究所 COE）

2017年1月8日
01臨床全般

0401 実地医家のための整形外科領域の診察の仕方
◎ 実技指導付

折田純久（千葉大学附属病院整形外科 助教）

2016年12月23日
01臨床全般

0402 クリニック経営をうまく行うための「コ・マ・チ理論」とは
◎ クリニック経営の全貌を把握するために

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2017年1月8日
02経営セミナー

0403 外来診療 疾患の振れ幅を学ぶ症例集 後編－外来はまるで

西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

2017年1月9日

真逆になった栄養学の常識

薬もリスク！；実際にあった症例と薬剤の裏話

01臨床全般

症例の宝庫(新春記念・開催400回記念セミナー）

0404 プライマリケアのための再入院させない心不全治療・管理の
◎ 極意

滝村英幸（総合東京病院循環器内科 医長）

2017年1月15日
01臨床全般

0405 実地医家のための高齢者診療における薬の使い方
◎

江頭正人（東京大学医学部老年病科 准教授）

2017年1月22日
01臨床全般

0406 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の疾患
◎

眞鍋雄太（横浜新都市脳神経外科病院内科 認知症診断セ
ンター 部長/藤田保健衛生大学病院救急総合内科 客員准
教授）、
栗山哲（東京国税局診療所・健康管理センター 所長/東京
慈恵会医科大学腎臓高血圧内科 客員教授）

2017年1月29日
01臨床全般

0408 実地医家のための経鼻内視鏡の進歩と利用法
◎ 経鼻内視鏡を使った上部消化管検査の実際と諸課題

川田研郎（東京医科歯科大学消化器外科 講師）

2017年2月12日
01臨床全般

0409 実地医家のための関節リウマチUpdate
◎

岸本暢将（聖路加国際病院）

2017年2月11日
01臨床全般

0410 実地医家のための泌尿器科疾患の診断と治療
◎ 特に女性泌尿器治療と前立腺癌治療

高澤直子（順天堂大学医学部附属病院泌尿器外科学）、
北村香介(順天堂大学医学部附属病院泌尿器外科学 助教)

2017年4月30日
01臨床全般

心不全の病態に基づく最新薬物療法

0407 高血圧研究の進歩と降圧療法のUpdate
◎ プライマリケアに必要な知識

15

2017年2月5日
01臨床全般

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0411 実地医家のための喘息吸入療法の最新の展開
◎

講

師・所

属

開催日・領域

堀口高彦(藤田保健衛生大学呼吸器内科 教授）、
近藤りえ子（藤田保健衛生大学呼吸器内科 客員教授）

2017年2月19日
01臨床全般

0412 実地医家のための衝撃を与え続けるSGLT2阻害薬の
◎ 最新のエビデンス

鶴谷悠也（横浜労災病院糖尿病内科 副部長）

2017年3月12日
01臨床全般

0413 実地医家が遭遇する耳鳴りと難聴の診断と治療２
◎

新田清一（済生会宇都宮病院耳鼻咽喉科）

2017年3月5日
01臨床全般

0414 実地医家も知っておきたいパーキンソン病のこと
◎

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

2017年3月19日
01臨床全般

0415 ケトン体の基礎知識とそれを進化させたビタミン・ケトン療法
◎ （ＶＫＴ）

宗田哲男（市原市・宗田マタニティクリニック 院長）、
門脇 晋(公立富岡総合病院外科）

2017年3月20日
01臨床全般

0416 深部静脈血栓塞栓症（DVT）と肺塞栓症(VTE)の診断
◎ と治療＆Xa阻害薬の使い方

榛沢和彦（新潟大学呼吸循環外科 講師）

2017年3月26日
01臨床全般

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2017年3月19日
02経営セミナー

0418 タブレット型エコー機”iViz”を活用した外来診療・在宅
診療における急性疾患検索

鈴木昭広（東京慈恵会医科大学麻酔科 准教授）

2017年4月29日
02 エコー検査

0419 動画と解説により説く他科医のための肛門疾患診療の
◎ 実際

辻 順行（熊本市・大腸肛門病センター高野病院 副院長）

2017年4月2日
01臨床全般

0420 実地医家のための日常診療で使うクスリと、日常診療に
◎ 潜むリスク

上田剛士（洛和会丸太町病院総合内科 医長）

2017年4月9日
01臨床全般

0421 実地医家のための日常診療で診る脳卒中診療のポイン
◎ トとコツ

山下晃平(北久里浜神経外科 院長）

2017年4月16日
01臨床全般

0422 女性の脂質異常症の診断と予防
◎

田中裕幸（武雄市・ニコークリニック 理事長）

2017年4月23日
01臨床全般

0423 脂質栄養が心身の健康に与える影響
◎ オメガ3脂肪酸の生理機能と効能

小林哲幸(お茶の水女子大学基幹研究院生物学 教授）

2017年4月23日
01臨床全般

0424 学会では教えてくれない皮膚科における正しいステロイド
◎ 外用薬の使い方

渡辺晋一(帝京大学医学部皮膚科学 教授）

2017年5月14日
01臨床全般

0425 実地医家が日常診療で遭遇する結核を含む抗酸菌
感染症

大路剛（神戸大学附属病院感染症内科 講師）

2017年5月21日
01 臨床全般

0426 皮膚疾患における遺伝・アレルギー・免疫のみかた、考え
方

堺則康（希望ヶ丘すずらん皮膚科クリニック 院長）
東直行（日本医科大学多摩永山病院皮膚科 部長）

2017年5月28日
01臨床全般

0427 命をねらう歯周病
歯周病と全身疾患との関わりとその仕組み－全身の健康は
口の中から
0428 実地医家のための勉強しなおす水電解質・塩酸基平衡
◎ 異常の考え方

沼部幸博（日本歯科大学歯周病学 教授）

2017年6月4日
01臨床全般

内田俊也（帝京大学医学部内科 教授）

2017年6月11日
01臨床全般

0429 整形外科疾患の治療法としてのＡＫＡ-博田法
◎ 狭窄症、すべり症、ヘルニア、変形性股・膝関節症、等
の”整形内科”的保存療法
0430 高齢化社会における神経疾患の診療
◎ 脳卒中、認知症、高齢者てんかんなどの疾患および高齢者に対す

住田憲是（豊島区・望クリニック 院長）

ポータブルエコー機での下肢静脈エコー・弾性ストッキング着用のハン
ズオンとDダイマー値のPOCT測定実習
0417 クリニック経営をうまく行うための「コ・マ・チ理論」とは
◎ クリニック経営の全貌を把握するために

一般内科

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

る神経診察所見の仕方

0431 経営セミナー「クリニックの決算書は経営の羅針盤」
◎ クリニッ決算書の目的と見方をわかりやすくひもとくク経営の全貌を
把握するために
0432 胃食道逆流症（GERD）の最新の治療と新規ストラテジー

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2017年6月18日
01臨床全般
整形外科
2017年6月25日
01臨床全般
神経内科
2017年4月29日
02経営セミナー

鈴木秀和（慶應義塾大学医学部医学教育統括センター 教授） 2017年7月9日
01臨床全般
森 英毅（国立病院機構東京医療センター消化器科）

消化器内科
0433 失敗例から学ぶ美容皮膚科・美容エステ
医師・看護師・エステティシャンのための”はじめての美容
第一歩”
0434 実地医家のための骨粗鬆症の最新の治療と生涯戦略
◎ 失敗しない骨粗鬆症診療

中村健一（千葉市・おゆみの皮膚科クリニック 院長）

0435 糖尿病の治療を見直す
◎ 栄養学のパラダイムシフトとロカボ、等について
0436 経営セミナー「患者さんに選ばれ続けるクリニックになる」②
選ばれ続けるためのチーム構築法

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 2017年7月16日
01臨床全般
長）
内分泌代謝科
2017年7月16日
近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）
02経営セミナー

0437 ケトン体食と健康 講演会③
「糖質制限・ケトン体高値」と「低インスリン療法」

宗田哲男（市原市・宗田マタニティクリニック 院長）、
新井圭輔(新井クリニック 院長）

0438 苦痛のない内視鏡－あなたも細径胃内視鏡の達人にな
れる！/診療の振れ幅 III

西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

0439 他科の実地医家も知っておきたい花粉症と鼻アレルギー診
療のコツと注意点

松根彰志（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 教授）

0440 経営セミナー「持続可能jなクリニックになる方法－選ばれ
続けるためのチーム構築法－持続できなかった事例研究

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2017年9月9日
05美容医療

形成外科
宮島 剛(埼玉医科大学整形外科・脊椎外科 准教授)
田中伸哉（埼玉医科大学整形外科・脊椎外科 准教授）

2017年7月2日
01臨床全般

整形外科

経営
2017年7月17日
01臨床全般
栄養学
2017年7月23日
01臨床全般

消化器内科
2017年7月30日
01臨床全般

耳鼻咽喉科
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2017年9月23日
02経営セミナー

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
②」
0441 患者さんの行動変容を促す2型糖尿病治療 (心臓血管
外科医が糖尿病治療に加わると)

講

師・所

属

菅野 惠(総合南東北病院心臓血管外科）

開催日・領域
経営
2017年8月20日
01臨床全般

内分泌代謝科
0442 心臓血管外科医が語る”家族性高コレステロール血症
（FH）”との戦い

菅野 惠(総合南東北病院心臓血管外科）

0443 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態 ２

眞鍋雄太（横浜新都市脳神経外科病院内科 認知症診断セ
ンター 部長/藤田保健衛生大学病院救急総合内科 客員准
教授）、
朝田 隆(メモリークリニック 院長／東京医科歯科大学
特任教授)

2017年8月20日
01臨床全般

循環器内科

0444 認知症予防ナウ

2017年8月27日
01臨床全般
神経内科
2017年9月3日
01臨床全般

神経内科
0445 看護師のための患者さんの”身体観察”

上田剛士（洛和会丸太町病院総合内科 医長）

0446 プライマリケアで知っておくべき関節診察ハンズオンと関節レ
ントゲン読影

岸本暢将（聖路加国際病院）

2017年9月9日
01臨床全般

看護・一般
2017年9月10日
01臨床全般

リウマチ膠原病
0447 大腸内視鏡挿入の理論とその実際

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

0448 問診、身体所見、および画像所見から呼吸器感染症を
極める

藤田次郎（琉球大学医学部付属病院院長/感染症・呼吸器科 2017年9月18日
01臨床全般
教授）

0449 見逃してはいけない胸痛の診断と虚血性心疾患の適切
な管理

塚原健吾（藤沢市民病院循環器内科 部長）
部長）

0450 ケトン体食と健康 講演会④ ケトン体に関する新知見と
アトピー性皮膚炎の”脱ステロイド診療”

宗田哲男（市原市・宗田マタニティクリニック 院長）、
藤沢重信(藤沢皮膚科クリニック 院長）

0451 整形外科医が考える足関節・足部疾患の保存療法
外反母趾－自分で治せる安価で簡単な包帯療法を含めて

青木孝文（国際医療福祉大学 教授/山王病院整形外科
部長）

0452 医療法律セミナー モンスターペイシャント
ネットでの中傷・クレームの回避と問題発生時の対処法

中澤佑一（弁護士；戸田総合法律事務所 代表）

0453 タブレット型エコー機”ｖＳｃａｎ”を活用した外来診療・在
宅診療

滝村英幸(総合東京病院循環器内科）

0454 実地医家が日常診療で遭遇する”かぜ”とかぜのように
見える重症疾患

山本舜吾(京都大学)付属病院総合臨床教育・研修センター

0455 危険なめまいを見逃さない！ めまい診療のポイント

室伏利久(帝京大学付属溝の口病院耳鼻咽喉科 教授）

0456 高齢化社会における神経疾患の診療－脳卒中、認知
症、高齢者てんかんなどの疾患および高齢者に対する神経
診察所見の取り方
0457 実地医家のための 血算・血液像から疑う見逃してはい
けない血液疾患

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

2017年11月3日
01臨床全般

消化器内科
呼吸科内科
2017年9月23日
01臨床全般

循環器内科
2018年3月18日
01臨床全般

栄養学皮膚科
2017年10月1日
01臨床全般

整形外科
2017年10月8日
06医療法律セミ

ナー

法律

2017年10月15日
01臨床全般

循環器内科
2017年10月22日
01臨床全般

感染症内科
2017年10月29日
01臨床全般

耳鼻咽喉科

0458 呼吸器感染症－呼吸器真菌症も含めて(仮題)
0459 動脈硬化性疾患の診断と治療－頸動脈エコーと下肢静脈
エコー、新しい動脈硬化指標AVIの使い方、その他

2017年11月5日
01臨床全般

神経内科
2017年11月12日
01臨床全般
血液内科
2017年11月19日
泉川公一(長崎大学大学院医歯薬学総合研究科感染
01臨床全般
免疫学講座 臨床感染症学分野/長崎大学病院 感染制御教育センター)
田代将人（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科感染）
感染症内科
2017年11月23日
榛沢和彦（新潟大学医歯学総合研究科呼吸循環外科
01臨床全般
講師）
奈良信雄(東京医科歯科大学 名誉教授）

循環器内科
0460 病院長のための ①クレームを事前に察知できる職員養
成術/②病院経営が驚くほど変わる８つのステップ

濱川博招(㈱ウイ・キャン 代表取締役）

0461 緩和医療Ｕｐ－ｔｏ-Ｄａｔｅ

大津秀一(東邦大学医学部大森病院緩和ケアセンター
センター長）

2017年11月26日
02経営セミナー

経営
緩和薬選びを含めて

0462 実地医家のための 胃腸疾患を腹部エコー検査で診断す
る；症例集

豊田英樹(亀山市・ハッピー胃腸科クリニック 院長）

0463 災害時のエコノミー症候群の予防と管理、およびDVT検診
の実際－携帯型のエコー装置による下肢静脈エコー、携帯
型Dダイマー測定装置、弾性ストッキング着用指導－
0464 実地医家のための痛み・しびれの診かた
基礎から診察手技まで；自治義指導付き

榛沢和彦（新潟大学医歯学総合研究科呼吸循環外科
講師）

0465 他科医のための眼底の診かたと各種の見え方－眼底を覗く
/健診で眼の異常を疑われたら；子供から大人まで－

寺田久雄(JCHO横浜中央病院眼科 部長）、
田辺由紀夫(横浜市・洋光台眼科クリニック 院長

0466 感染症治療の現状を考える－抗菌剤、予防接種・ワクチ
ンを中心に

岩田健太郎(神戸大学医学部付属病院感染症治療内科
教授）

0467 厚生労働省地方厚生局によるレセプト請求に関する「個別
指導」にどう対処すべきか－日常の診察における留意点
と対策
0468 下肢静脈瘤の診断と治療

川﨑翔（よつば総合法律事務所 弁護士）

0469 実地医家のための心不全外来管理のコツ－高齢者時代
の心不全治療

滝村英幸(総合東京病院循環器内科）

0470 ピロリ菌感染症の診断と胃がん検診・予防

鈴木秀和（慶應技術大学医学部医学教育統括センター

2017年12月3日
01臨床全般
緩和医療
2017年12月10日
01臨床全般

腹部エコー
2017年12月17日
01臨床全般

循環器内科
折田純久(千葉大学整形外科 講師）

2017年12月23日
01臨床全般

整形外科
2017年12月24日
01臨床全般
眼科
2018年1月7日
01臨床全般

感染症内科
2018年1月7日
06医療法律セミ

ナー
阿保義久(北青山・Ｄクリニック 院長）

法律

2018年1月21日
01臨床全般

循環器内科
2018年1月8日
01臨床全般

循環器内科
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2018年1月14日

セミナーNo.

タイトル・サブタイトル

講

師・所

属

教授）、森英毅（国立病院機構東京医療センター消化器科）

0471 日常に潜む感染症(緊急企画)－食中毒から手足口病、
ダニによる脳性マヒ疾患まで

大路剛（神戸大学附属病院感染症内科 講師）

0472 高齢者診療における必修項目！ 脳卒中・認知症と高齢
者てんかん－超高齢化社会における、これからのてんかん
診療
0473 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態 ３

玉川聡(たまがわクリニック 院長）

開催日・領域
01臨床全般
消化器内科
2017年11月4日
01 臨床全般

感染症内科

0474 高齢者の嚥下機能とＱＯＬ改善をめざした、”のどを鍛える”
療法

2018年2月4日
01臨床全般

神経内科
眞鍋雄太（横浜新都市脳神経外科病院内科 認知症診断セ
ンター 部長/藤田保健衛生大学病院救急総合内科 客員准
教授）、
西山耕一郎（横浜市・西山耳鼻咽喉科医院 院長）

2018年2月11日
01臨床全般
神経内科
2018年2月11日
01臨床全般

耳鼻咽喉科
0475 花粉症とアレルギー性鼻炎治療における舌下免疫療法の
実際

松根彰志（日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 教授）

0476 肝炎治療の最前線－新薬の登場により大きく変わったB
型肝炎、C型肝炎治療

鈴木義之（虎の門病院肝臓科 部長）

0477 DOACによるDVT治療とDダイマー値の使い方
Dダイマー測定と弾性ストッキング着用実習

榛沢和彦（新潟大学医歯学総合研究科呼吸循環外科
講師）

0478 種々の臨床病理的背景下のIgA腎症の特徴と治療
東京女子医大の1000例超データベースの30年予後の解析よ
り
0479 クリニック経営失敗事例と対策（実践編）
「しくじり院長」にならないために

森山能仁(東京女子医科大学東医療センター腎臓内科
准教授)

0479 高齢化社会における神経疾患の診療
脳卒中、認知症、高齢者てんかんなどの疾患および高齢者に
対する神経診察所見の取り方
0480 プライマリケアでの長く続く止まらない”せき”の診かた

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

0481 各種疾患への漢方処方の実際(1/4)
水分代謝改善薬/消化器領域の漢方処方

田中耕一郎(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)
長瀬眞彦(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)

0482 ボツリヌスを使った片頭痛治療
アメリカのオピオイド悲劇を繰り返すな！ 行き詰ってきた
片頭痛治療
0483 膵がんの診断と初期症状
実地医家ができる、早期診断について PETを含めて

寺本 純（名古屋市・寺本神経内科医院 院長）

2018年2月12日
01臨床全般

耳鼻咽喉科
2018年3月21日
01臨床全般

消化器内科
2018年4月8日
01臨床全般

循環器内科
2018年3月4日
01臨床全般

腎臓内科
近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2017年11月4日
02経営セミナー
経営
2018年3月11日
01臨床全般

神経内科
田中裕士（認定ＮＰＯ札幌せき・ぜんそく・アレルギーセンター
理事長）

2018年3月25日
01臨床全般

呼吸器内科
2018年4月1日
01臨床全般
中医学
2018年4月29日
01臨床全般

神経内科
西野徳之（南東北総合病院消化器センター 長）

大路剛（神戸大学附属病院感染症内科 講師）
0484 実地医家のための 今年のインフルエンザ対策：診断と治療
インフルエンザの流行時期の外来発熱診療のコツ/インフルエンザ
に罹った医療スタッフと休職指導について
近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）
0485 クリニックの決算書は経営の羅針盤(クリニック経営の会計
学) －決算書の目的と見方を分かりやすくひもとく

2018年4月22日
01臨床全般
消化器内科
2018年2月18日
01臨床全般

感染症内科
2018年4月29日
02経営セミナー

経営
0486 筋膜リリースの理論と実際
疲れない体になるには筋膜をほぐしなさい！

竹井 仁（首都大学東京健康福祉学部リハビリ科 教授）

0487 帰してはいけなかった耳鼻咽喉科の疾患

室伏利久（帝京大学附属溝口病院耳鼻咽喉科 教授)

0488 胸部単純X線写真であんなことこんなことまで見てきたよう
に分かるようになるための、胸部画像感想戦

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

0489 リスク・ベネフィットを最大化する糖尿病治療戦略

2018年5月27日
原一雄(自治医科大学さいたま医療センター内分泌代謝科 教授)
01臨床全般

0490 あなたも名医！ 日常診療の外来で遭遇するよくわから
ない発熱①－かぜの次を考える

國松淳和（南多摩病院総合内科・膠原病内科 医長）

0491 実地医家のための問診・視診・触診から導く筋膜性疼痛
症候群の診断と筋膜リリース－”筋膜リリース”の臨床の
実際
0492 実地医家こそ使いこなすべきＧＬＰ－１受容体作動薬
注射薬はめんどうですか？

斉藤 究（名古屋市・さいとう整形外科リウマチ科 院長）

0493 頚椎との関連の着目した上肢の運動療法

青木孝文（国際医療福祉大学 教授/山王病院整形外科
部長）

0494 各種疾患への漢方処方の実際(2/4)
心身医学領域の漢方処方/呼吸器領域の漢方処方

奈良和彦(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)
千葉浩輝(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)

0495 糖尿病の薬物治療
ＳＧＬＴ-２を中心とした薬物療法のコツ

最上康生（成田病院糖尿病内科 診療部長)

0496 予防接種 2018アップデート
今年WHOで変更された狂犬病ワクチンの話、麻疹の話、他

大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授)

0497 病院長のための”クレームに強い組織作り”

濱川博招(㈱ウイ・キャン 代表取締役）

0498 慢性便秘・過敏性腸症候群へのアプローチ

鈴木秀和（慶應義塾大学医療教育統括センター)、
森英毅（国立病院機構東京医療センター消化器科）

2018年4月30日
01臨床全般

整形外科
2018年5月13日
01臨床全般

耳鼻咽喉科
2018年5月20日
01臨床全般

呼吸器内科
内分泌代謝科
2018年7月22日
01臨床全般

感染症内科
2018年6月10日
01臨床全般

整形外科
浜野久美子（関東労災病院糖尿病内分泌内科）

2018年6月17日
01臨床全般

内分泌代謝科
2018年6月24日
01臨床全般

整形外科
2018年7月1日
01臨床全般

中医学
2018年7月8日
01臨床全般

内分泌代謝科
2018年7月15日
01臨床全般

感染症科
2018年7月15日
02経営セミナー

経営
2018年7月16日
01臨床全般

消化器内科
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セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0499 あなたも名医！ 日常診療の外来で遭遇するよくわから
ない発熱②－かぜの次を考える

講

師・所

属

國松淳和（南多摩病院総合内科・膠原病内科 医長）

開催日・領域
2018年7月29日
01臨床全般

感染症内科
0500 科学的根拠に基づけば緩やかな糖質制限(ﾛｶﾎﾞ)は必然
－ロカボ、こう考える、こう指導する(500回記念セミナー)

山田 悟(北里研究所病院糖尿病センター センター長)

2019年8月18日
01臨床全般

0501 脂質異常症
そうだったのか！！ コレステロール

小倉恒久（国立循環器病センター研究所）

2018年8月5日
01臨床全般

0502 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態4

眞鍋雄太（神奈川歯科大学横浜センター総合内科 教授/藤田 2018年8月19日
01臨床全般
保健衛生大学病院救急総合内科 客員教授）

0503 プライマリ・ケアでのエコーを活用した腹部症状診療のコツ

豊田英樹(亀山市・ハッピー胃腸科クリニック 院長）

栄養学
神経内科
2018年8月26日
01臨床全般

エコー検査
0504 実地医家のための食道頭頚部癌の診断、治療の最前線
内視鏡検査と診断
0505 実地医家のための循環器疾患の画像診断とそのポイント

川田研郎(東京医科歯科大学消化器外科 講師）
吉永繁高（国立がん研究センター中央病院内視鏡科
医長）
滝村英幸(総合東京病院循環器科）

2018年9月9日
01臨床全般

消化器外科
2018年9月16日
01臨床全般

循環器科
0506 ケトン体食と健康５ がんを兵糧攻めにする免疫栄養ケト
ン食療法

古川健司(東京都医療公社多摩南部病院外科 医長）

2018年9月23日
01臨床全般

がん/栄養学
0507 ケトン体食と健康6 ケトン食による高齢者の認知症治療
と予防

功刀浩(国立精神・神経研究センター神経研究所
部長）

2018年9月24日
01臨床全般

栄養学
0508 実地医家のためのひざ痛の診断と治療－特に軟骨保護
作用を有するプロテオグリカンを保護する療法
変形性膝関節症とその他（スポーツ障害、関節リウマチなど）
0509 水浸法による無痛内視鏡挿入マニュアルの完全解説
理論編－コロンモデルを用いた実演と実技指導付(1)

渡辺淳也(国立病院機構東千葉医療センター整形外科）

0510 水浸法による無痛内視鏡挿入マニュアルの完全解説
トレーニング編－コロンモデルを用いた実演と実技指導付(2)

後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長）

0511 水浸法による無痛内視鏡挿入マニュアルの完全解説
実践編－コロンモデルを用いた実演と実技指導付(3)

後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長）

0512 水浸法による無痛内視鏡挿入マニュアルの完全解説
問題解決編－コロンモデルを用いた実演と実技指導付(4)

後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長）

0513 診療報酬改定から半年が経過して問題点と医療界の動
き

伊藤哲雄(医療総研㈱ 代表取締役社長）

2018年11月25日
01臨床全般

整形外科
後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長）

2018年10月7日
01臨床全般

消化器内科
2018年10月8日
01臨床全般

消化器内科
2018年11月3日
01臨床全般

消化器内科
2018年11月4日
01臨床全般

消化器内科
2018年9月23日
02経営系

経営
0514 病院と在宅医療における緩和ケア
切れ目のない支援をしていくために必要な事

霜中貴美（緩和ケア認定看護師；㈱アンビス医心館
地域検診部）

0515 各種疾患への漢方処方の実際(3/4)
循環器・腫瘍の漢方処方/整形外科・疼痛領域の漢方処方

田中耕一郎(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)
長瀬眞彦(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)

0516 性差医学の実践の場としての女性外来
循環器疾患とそのリスクにみる性差

天野惠子（新座市・静風荘病院女性外来科）

0517 実地医家のための心電図の読み方 ABC(初級)

田邊晃久(海老名総合病院循環器内科 顧問）

0518 これから舌下免疫療法を始める実地医家へ

松根彰志(日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 教授）

0519 腹部単純X線を勉強し直す

西野徳之(総合南東北病院消化器センター センター長)

2019年7月15日
01臨床全般

0520 実地医家のための鍼灸講座
1日4時間で鍼と灸をマスターする

長瀬眞彦(吉祥寺中医クリニック 院長/東邦大学医療
センター大森病院東洋医学科)

2018年11月11日
01臨床全般

0521 実地医家のための日常診療で神経専門医はこう診る
よく遭遇する神経疾患を中心に

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

0522 実地医家が日常診療で遭遇する皮膚血管炎と血管障害
診断の極意
その診断と治療のポイント
0523 下剤を飲まない大腸内視鏡検査 モビプレップ注入法の
全テクニック講義（新春記念セミナー4）
前処置時間も短縮！ 予約なしでも検査可能に！
0524 実地医家のための非ウイルス性肝疾患
脂肪性肝疾患（NASH）と自己免疫性肝疾患

斎藤典充（横浜労災病院皮膚科 部長）

0525 実地医家のための画像で描く慢性便秘
機能性腸障害の画像診断と治療

水上健(国立病院機構久里浜医療センター内視鏡部
部長）

0526 家族性高コレステロール血症（FH）のスクリーニングに用
いる「超音波法によるアキレス腱厚測定」の標準的評価法
（実技指導付き）
0527 腰痛にご注意～脊椎関節炎～
目・皮膚・消化器症状を呈する脊椎関節炎とは？/生物学
的製剤とステロイド使用時の注意点
0528 実地医家のための一般外来における免疫疾患・膠原病

道倉雅仁(国立循環器病研究センター研究所病態代謝
部脂質代謝研/（株）関西超音波サービス 代表取締役）

2018年9月23日
06臨床全般
看護
2018年10月14日
01臨床全般

中医学
2018年10月21日
01臨床全般

婦人科循環器科
2018年10月28日
01臨床全般

循環器内科
2019年4月21日
01臨床全般

耳鼻咽喉科

中医学
2018年11月18日
01臨床全般

神経内科
2018年11月23日
01臨床全般

皮膚科
後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長）

2019年1月14日
01臨床全般

消化器内科
鈴木義之（虎の門病院肝臓内科 部長）、
川村祐介（虎の門病院肝臓内科）

2018年12月2日
01臨床全般

消化器内科
2018年12月9日
01臨床全般

消化器内科
2018年12月16日
02エコー検査

エコー検査
岸本暢将(聖路加国際病院Immuno-Rheumatology
Center 医長）

2018年12月9日
01臨床全般

リウマチ膠原病科
國松淳和（南多摩病院総合内科・膠原病内科 医長）
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2019年2月11日

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
の見つけ方－診たことがない疾患でも疑い、拾い上げる
（非感染性炎症性疾患を中心に）
0529 ＡＣＯ（喘息とＣＯＰＤのオーバーラップ）の架け橋
咳と低酸素喘息とＣＯＰＤとＡＣＯと咳嗽と低酸素につい
て理解を深める（新春記念セミナー１）
0530 医師が幸せな人生を送るための医療法人活用講座
医療法人を有効に活用する方法をわかりやすくひもとく
（新春記念セミナー2）
0531 各種疾患への漢方処方の実際(4/4)
婦人科領域の漢方処方/皮膚科領域の漢方

講

師・所

属

開催日・領域
01臨床全般

免疫・膠原病
長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2019年1月13日
01臨床全般

呼吸器内科
近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2019年1月13日
02経営セミナー

経営
奈良和彦(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)
千葉浩輝(東邦大学医療センター大森病院東洋医学科)

2019年1月20日
01臨床全般

薬学
0532 パワーレス大腸内視鏡による検査と診断、治療の実際

結城美佳(出雲市立総合医療センター内視鏡部 部長）

0533 関節リウマチ超音波診断の実際
エコー機を使って

斉藤 究（名古屋市・さいとう整形外科リウマチ科 院長）

0534 酸関連疾患の診断・治療の最新のアプローチ

鈴木秀和（慶應義塾大学医療教育統括センター)、
森英毅（国立病院機構東京医療センター消化器科）

0535 実地医家のための医療機関におけるサプリメントの活用
方法と、すぐに使える情報の提供
（新春記念セミナー3）
0536 糖尿病の薬物治療２
特に、インスリンの外来処方、GLP－！を中心に

後藤典子（ジャーナリスト；日本サプリメント協会 理事長）

0537 実地医家のための乳がんの診断と治療

明石定子（昭和大学付属病院乳腺外科 准教授)

0538 オンライン診療の現状と今後の展望

島 佑介（㈱メドレー 執行役員）

0539 肺音（呼吸音）を聞いて、身体所見を見て考える内科診
療

皿谷 健(杏林大学付属病院呼吸器内科 講師）

0540 更年期の疾患の診断と治療－ホルモン療法を含めて

天野惠子（新座市・静風荘病院女性外来科）
小宮ひろみ（福島県立医科大学性差医療センター 教授）

0541 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態５

眞鍋雄太（神奈川歯科大学横浜センター総合内科 教授/藤田 2019年3月17日
01臨床全般
保健衛生大学病院救急総合内科 客員教授）

0542 実地医家のための神経症状の診かた・考え方
頭痛・めまい/しびれ・非定型的脳梗塞

福武敏夫（亀田総合病院脳神経内科 部長）

0543 実地医家のための実戦的腹部エコー＋実技指導

豊田英樹(亀山市・ハッピー胃腸科クリニック 院長）

0544 最強の栄養療法 オーソモレキュラ―
がん、うつ、アレルギー、発達障害、不妊、慢性疲労・・・等、
全ての不調を根本から解決する食事と栄養素の力
0545 プラセンタ１ 総論 プラセンタ療法とは何なのか？

溝口 徹(新宿溝口クリニック 院長）

0546 高齢者の関節痛から疑う疾患と安全性モリタリング

岸本暢将(聖路加国際病院Immuno-Rheumatology
Center 医長）

0547 サイエンス漢方１ 漢方処方概論、速効性の漢方、多愁
訴の漢方－漢方薬の作用機序を数理で解明、東洋医
学とは本質的に異なる斬新な運用法
0548 中小病院における赤字経営から脱する方法

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

0549 発達障害１ 「発達障害とは何か？」 (1/4回シリーズ)

篠山大明(信州大学医学部精神神経科 准教授)

0550 簡易エコーで外来心不全を管理する

滝村英幸(総合東京病院循環器科 医長）

0551 実地医家のための多発外傷、骨盤・股関節周辺骨折の
診断と治療－良好な機能予後のための基本的知識と
股関節周囲外傷の治療戦略など
0552 なかなか治せない”アトピー性皮膚炎”と”痒疹”の治療

中島隆行(国立病院機構東千葉医療センター整形外科）

0553 実地医家が日常診療で遭遇する結節性紅斑、他の
診断と治療

斎藤典充(横浜労災病院皮膚科 部長）

0554 実地医家のための循環器疾患の診断と治療
心電図判読の注意点を中心に

速水紀幸(帝京大学溝口病院第4内科 病院教授)

0555 プラセンタ２ 各論 多様な疾患における臨床応用の実際
(1/2回シリーズ)

長瀬眞彦（吉祥寺中医クリニック 院長/東邦大学大森
病院東洋医学）

0556 実地医家のための 外来での発熱診療

大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授)

0557 進化し続けるMRI等検査機器による整形外科領域の
画像診断シリーズ２ 「脊椎・脊髄」
「頚椎、胸椎、腰椎」を含む
0558 発達障害２ 「自閉スペクトラム症」(2/4回シリーズ)

久保田剛(国立病院機構東千葉医療センター整形外科）

2019年7月7日
01臨床全般

篠山大明(信州大学医学部精神神経科 准教授)

2019年7月14日

2019年1月27日
01臨床全般

消化器科
2019年2月3日
01臨床全般

整形外科
2019年2月10日
01臨床全般

消化器科
2019年1月14日
01臨床全般

栄養学
最上康生（成田病院糖尿病内科 診療部長)

2019年2月17日
01臨床全般
内分泌代謝科
2019年2月24日
01臨床全般

婦人科
2019年2月10日
02経営セミナー
経営
2019年3月3日
01臨床全般

呼吸器科
2019年3月10日
01臨床全般

婦人科
神経内科
2019年3月21日
01臨床全般

神経内科
2019年3月24日
01臨床全般

消化器科
2019年4月7日
01臨床全般

栄養
長瀬眞彦（吉祥寺中医クリニック 院長/東邦大学大森
病院東洋医学）

2019年4月14日
01臨床全般

婦人科
2019年4月21日
01臨床全般

リウマチ膠原病
2019年4月28日
01臨床全般

漢方
高野良裕（元 徳洲会病院 ）

2019年4月28日
02経営セミナー

経営
2019年4月29日
01臨床全般

精神神経科
2019年5月12日
01臨床全般

循環器科
2019年5月19日
01臨床全般

整形外科
片桐一元（獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科 教授）

2019年5月26日
01臨床全般

皮膚科
2019年6月2日
01臨床全般

皮膚科
2019年6月9日
01臨床全般

循環器科
2019年6月23日
01臨床全般
婦人科
2019年6月30日
01臨床全般

感染症科
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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
01臨床全般

0559 便秘症の薬物療法
0560 実地医家のための糖尿病性腎症（DKD）の診断と治療

2019年6月16日
01臨床全般
消化器科
乳原善文(虎の門病院腎センター内科 部長）、山内眞之（虎の 2019年7月21日
01臨床全般
門病院腎センター内科)
鈴木秀和（慶應義塾大学医療教育統括センター)、
森英毅（国立病院機構東京医療センター消化器科）

0561 実地医家のための創傷治療up-to-date

前川武雄(自治医科大学皮膚科 准教授)

2019年7月28日
01臨床全般

0562 水浸法による大腸内視鏡挿入の実演・指導

後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長)

2019年8月4日
01臨床全般

0563 サイエンス漢方２ かぜ・インフル、老年症候群、common
disease－漢方薬の作用機序を数理で解明、東洋医学
とは本質的に異なる斬新な運用法
0564 実地医家のための 日常診療における昼間の神経学、
夜間の神経学

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

2019年8月25日
01臨床全般

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

2019年9月1日
01臨床全般

0565 実地医家のための 抗酸菌感染症 update
結核菌、ライ菌を含む

大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授)

2019年10月14日
01臨床全般

0566 発達障害3 「注意欠如・多動症（ADHD）の理解と支援」
(3/4回シリーズ)

篠山大明(信州大学医学部精神神経科 准教授)

2019年9月15日
01臨床全般

0567 実地医家のための 心電図異常と心エコー、冠動脈造影
における心病変

田邊晃久(海老名総合病院循環器内科 顧問）

2019年9月15日
01臨床全般

0568 実地医家のための 呼吸器疾患の診断と治療に直結する
身体所見
肺聴診を中心に；聴診器を上手に使えるようになるために
0569 実地医家のための治る認知症－特発性生常圧水頭症

長坂行雄（洛和会音羽病院呼吸センター 長）

2019年9月16日
01臨床全般
呼吸器内科
2019年9月29日
01臨床全般

0570 問診・視診・動作分析・触診から探る痛みの原因分析と
超音波下生食ハイドロリリース

斉藤 究（名古屋市・さいとう整形外科リウマチ科 院長）

0571 実地医家のための 最新の頭痛、耳鳴り、めまいの診断と
治療
脳過敏症候群を含めて
0572 2019年最新の最新の糖尿病治療：糖尿病の食事療法、
運動療法そして薬物療法のやり方
実地医家のための実践的な糖尿病治療戦略
0573 実地医家が遭遇する慢性疼痛症、特に線維筋痛症の
マネージメント２
疾患の鑑別・診断法、痛みの評価、物理療法、薬物療法
0574 発達障害4 「学習障害やその他の発達障害の支援、事
例から学ぶ発達障害」
(4/4回シリーズ)
0575 増加中のコモンな神経疾患（デメンチア（認知症）・パーキ
ンソン病・心因性疾患）に対応しよう

清水俊彦（東京女子医科大学脳神経外科 教授）

0576 パワーレス大腸内視鏡による検査と診断、治療の実際２

結城美佳(出雲市立総合医療センター内視鏡部 部長）

井口病院

感染症内科

桑名信匡（東京共済病院正常圧水頭症センター 長）

脳神経外科

最上康生（成田病院糖尿病内科 診療部長)

岡

寛（東京リウマチ・ペインクリニック 院長)

篠山大明(信州大学医学部精神神経科 准教授)

2019年10月6日
01臨床全般
整形外科
2019年10月22日
01臨床全般
脳神経内科
2019年10月20日
01臨床全般
内分泌代謝科
2019年10月27日
01臨床全般
神経内科
2019年11月3日
01臨床全般

精神神経科
福武敏夫（亀田総合病院脳神経内科 部長）

2019年11月4日
01臨床全般

神経内科
2019年11月10日
01臨床全般

消化器内科
0577 欠番
0578 実地医家のための プライマリケアの現場で役立つ一発
診断1－ひとめで見抜く診断の手掛かり

中川紘明（愛知医科大学総合診療科）、
宮田靖志（愛知医科大学プライマリケアセンター 教授）

0579 看護師のための創傷治療up-to-date

前川武雄(自治医科大学皮膚科 准教授)

0580 胸部X線写真、CT画像の読影（心臓、心音も関連付け
て）

皿谷 健(杏林大学付属病院呼吸器内科 講師）

0581 実地医家のための実戦的腹部エコー＋実技指導４

豊田英樹(亀山市・ハッピー胃腸科クリニック 院長）

0582 実地医家のための見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態５

眞鍋雄太（神奈川歯科大学横浜センター総合内科 教授/藤田 2019年12月15日
01臨床全般
保健衛生大学病院救急総合内科 客員教授）
神経内科
2019年12月22日
天野惠子（新座市・静風荘病院女性外来科）
01臨床全般

2019年11月23日
01臨床全般
総合診療
2019年11月24日
01臨床全般
看護・皮膚科
2019年12月1日
01臨床全般
呼吸器内科
2019年12月8日
01臨床全般

腹部エコー

0583 実地医家のための 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群
（ME/CFS）の診断と治療－脳と中枢神経に影響を及ぼ
す多系統にわたる複雑な慢性疲労を識ろう
0584 実地医家のための 日常診療で診るアレルギー最新情報
皮膚アレルギーと蕁麻疹

婦人科
千貫祐子（島根大学医学部皮膚科 講師）

0585 IoTと医療:キーボードもマウスも使わない！ 声で動く電子
カルテ

後藤利夫(新宿大腸クリニック 院長)

0586 実地医家のための 肝胆膵疾患の診断と治療

西野徳之(総合南東北病院消化器センター センター長)

0587 実地医家のための 再び”不定愁訴” を考える
不定愁訴を見分ける臨床検査/不定愁訴を治療する

2019年12月22日
01臨床全般
皮膚科
2019年8月25日
02経営セミナー

2019年11月17日
01臨床全般
消化器内科
2019年9月23日
國松淳和（南多摩病院総合内科・膠原病科）、
尾久守侑（慶應義塾大学精神神経科、南多摩病院総合内科） 01臨床全般

精神神経科
0588 ”オンライン診療”をこれから始める方へ
「オンライン ポケットドクター」利用のオンライン診療

小泉 大（MRT㈱メディカルヘルスケア本部メディカルコンサル 2020年5月24午前
01臨床全般
ティングG 部長）
経営
21

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0589 欠番
0590 病・医院の承継。身内に引き継ぐからといって何の問題も
ないのか？！ 第三者への承継も一筋縄ではいかない！

講

師・所

属

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

0591 実地医家のための 「咳嗽・喀痰の診断ガイドライン」を
読み解く

長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

0592 実地医家のための 内科領域を中心とした患者の主訴から
考える診断確定術２

塩尻俊明（総合病院 国保旭中央病院 副院長）

0593 実地医家のための プライマリケアの現場で役立つ一発
診断２－ひとめで見抜く診断の手掛かり

中川紘明（愛知医科大学総合診療科）、

0594 ピロリ菌感染症の診断と胃がん検診・予防２

鈴木秀和（東海大学医学部消化器内科 教授)

0595 見逃してほしくない皮膚疾患
デルマドローム/診断で間違いやすい皮膚疾患

片桐一元（獨協医科大学埼玉医療センター皮膚科 教授)

0596 実地医家のための糖尿病治療におけるDPP-４阻害薬と
SGLT２阻害薬の位置づけ－CGMから見えて来たもの

岡田洋右（産業医科大学医学部第一内科 准教授)

0597 医療法人の設立から解散まで
医療法人制度を正しく理解し、正しく活用する

近藤隆二(㈱ドクター総合支援センター 代表）

0598 日常診療で遭遇する尿トラブルの診断と治療

山西友典（獨協医科大学排泄機能センター診療部 部長）

0599 実地医家のための間質性肺炎の診断と治療

杉野圭史（坪井病院呼吸器科 部長）

0600 疾患を追い詰める総合診療の極意！
ドクターGの「医療面接」「問題解決方法」で疾患を解明する

竹村洋典（東京医科歯科大学総合診療科 教授）

0601 成人VPD(Vaccine preventable disese）と破傷風
0602 実地医家も知っておきたい全身疾患に伴ってみられる神経
障害

大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授) 、
海老澤薫（神戸大学付属病院感染症治療内科）
吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

0603 非専門医のための膠原病診断の診察と検査

岸本暢将（杏林大学医学部膠原病科 准教授）

0604 SGLT２阻害薬の腎保護って、実臨床で使えるの？－糖尿
病性腎臓病（DKD）治療の最新の潮流；プライマリケア―
に必要な知識
0605 新型コロナウイルス感染の世界的拡大と終息を考える

栗山哲（東京慈恵会医科大学名誉教授）

0606 腸内細菌叢の検査で拓く疾病と医療の未来
腸内細菌叢の検査・分析の勧め

増山博昭（シンバイソシス・ソリューションズ（株）代表取締役）

0607 実地医家のための鍼灸講座 ２
1日4時間で鍼と灸をマスターする

長瀬眞彦(吉祥寺中医クリニック 院長/東邦大学医療
センター大森病院東洋医学科)

0608 ”うつ病”の診断と治療（実地医家が日常診療で遭遇する
精神神経疾患シリーズ１）

功刀 浩（国立精神・神経研究センター神経研究所 部長）

0609 サイエンス漢方Ⅱ-１－循環器と腎臓/整形外科と痛み
漢方薬の作用機序を数理で解明、東洋医学とは本質的
に異なる斬新な運用法
0610
0611 ”双極性障害”と”パニック障害”の診断と治療（実地医家
が日常診療で遭遇する精神神経疾患シリーズ２）

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

0612 疾患を追い詰める総合診療の極意！ ２
ドクターGの「医療面接」「問題解決方法」で疾患を解明する

竹村洋典（東京医科歯科大学総合診療科 教授）

0613 最新の糖尿病治療ガイドラインを読み解く糖尿病治療

最上康生（成田病院糖尿病内科 診療部長)

0614 サイエンス漢方Ⅱ-２－呼吸器と耳鼻咽喉科/アレルギーと
がん 漢方薬の作用機序を数理で解明、東洋医学とは本質
に異なる斬新な運用法
0615 実地医家のための 最新の頭痛、耳鳴り、めまいの診断と
治療２
脳過敏症候群を含めて
0616 ”統合失調症”の診断と治療（実地医家が日常診療で遭
遇する精神神経疾患シリーズ3）

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

0617 実地医家のための プライマリケアの現場で役立つ一発
診断３－ひとめで見抜く診断の手掛かり

中川紘明（福島県立医科大学総合内科）

0618 実地医家のための呼吸器診療における胸部Ｘ線単純写真
の活かし方

松島秀和（さいたま赤十字病院呼吸器内科 部長）

0619 苦痛のない胃カメラ/大腸内視鏡の基本：Q&Aで綴る
『水浸法（大腸内視鏡挿入法）』のポイント

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長」）

開催日・領域
2019年1月12日
02経営セミナー
経営
2020年1月12日
01臨床全般
呼吸器内科
2020年1月13日
01臨床全般
総合診療
2020年1月19日
01臨床全般
総合診療
2020年1月26日
01臨床全般
消化器内科
2020年2月2日
01臨床全般
皮膚科
2020年2月9日
01臨床全般
内分泌代謝科
2020年2月23日
02経営セミナー
経営
2020年2月23日
01臨床全般
泌尿器科
2020年9月27日
01臨床全般

呼吸器内科
2020年2月11日
01臨床全般
総合診療
2020年3月8日
01臨床全般

感染症内科
2020年9月13日
01臨床全般

神経内科
2020年3月20日
01臨床全般

リウマチ膠原病
2020年5月31日
01臨床全般

内分泌代謝科
大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授)

2020年3月8日
01臨床全般

感染症内科
2020/5/24 午後
01臨床全般
経営
2020年4月5日
01臨床全般

中医学
2020年4月12日
01臨床全般

精神神経科
2020年7月19日
01臨床全般

漢方
功刀 浩（国立精神・神経研究センター神経研究所 部長）、
藤井猛（国立精神・神経医療センター病院神経科）

2020年4月29日
01臨床全般

精神神経科
2020年5月10日
01臨床全般

総合診療
2020年5月17日
01臨床全般

内分泌代謝科
2020年11月1日
01臨床全般

漢方
清水俊彦（東京女子医科大学脳神経外科 教授）

2020年10月11日
01臨床全般

脳神経内科
功刀 浩（国立精神・神経研究センター神経研究所 部長）

2020年6月7日
01臨床全般

精神神経科
2020年11月29日
01臨床全般
総合診療
2020年6月21日
01臨床全般

呼吸器内科
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2020年6月28日
01臨床全般
消化器内科

セミナーNo.
タイトル・サブタイトル
0620 実地医家のための 三たび”不定愁訴”に挑戦する

講

師・所

属

國松淳和（南多摩病院総合診療科・膠原病科）

開催日・領域
2020年7月5日
01臨床全般

総合診療
0621 実地医家のための コモンな神経疾患の諸症状３－「ふるえ
とけいれん」、「せん妄と精神症状」、「意識障害」

福武敏夫（亀田総合病院脳神経内科 部長）

0622 サイエンス漢方Ⅱ－３－消化器科と神経内科/女性特有の
疾
漢方薬の作用機序を数理で解明、東洋医学とは
患と便秘
本質的に異なる斬新な運用法
0623 分子栄養学総論・実践/疲労回復点滴療法の理論と
実際

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

0624 パンデミック心不全に対する薬物療法の秘訣
最新 心不全の診断と治療

滝村英幸（総合東京病院循環器内科 医長）

0625 新型コロンモデルとヒトでの水浸法の実演
現在日本で販売されている高研、京都科学、ＭＩＣＯＴＯの3社
のコロンモデルを使ったハンズオンセミナー
0626 胸部単純Ｘ線写真読影オリンピック
金・銀・銅（難易度別）Ｘ線写真をたくさんご覧いただく

後藤利夫（新宿大腸クリニック 院長）

0627 日常診療で遭遇するがんと似ているＩｇＧ４関連疾患の
診断と治療
全身の臓器にコブ・肥厚；悪性腫瘍との識別が重要
0628 コロナの次の波の到来と、With coronaの時代の感染対策
と診療
アフターコロナの時代における診療現場での感染対策
0629 実地医家のための骨粗鬆症の診断と治療
疫学、骨代謝、骨折の観点から

乳原善文（虎の門病院腎センター内科 部長）

0630 実地医家のための整形外科疾患の診断と治療
中高年者の肩痛、肩こりを中心に

岩堀裕介（あさひ病院スポーツ医学関節センター 長）

0631 逆流性胃食道炎（ＧＥＲＤ）の診断と胃がん検診・予防２

鈴木秀和（東海大学医学部消化器内科 教授)

0632 実地医家のための この患者さん、血液の病気かなと思っ
たら・・・
どこで疑い、どこまで診て、どこから紹介するか
0633 精神症状から身体症状を見抜く

押川学（武蔵野日本赤十字病院血液内科 部長）

尾久守侑（慶應義塾大学精神神経科）

2021年3月7日
01臨床全般

0634 実地医家のための 内科領域を中心とした患者の主訴から
考える診断確定術２

塩尻俊明（総合病院 国保旭中央病院 副院長）

0635 胸部X線写真、CT画像の読影（心臓、心音も関連付け
て）

皿谷 健(杏林大学付属病院呼吸器内科 講師）

2020年11月15日
01臨床全般
総合診療
2020年12月6日
01臨床全般

0636 新型コロナウイルス感染拡大化のもとでのクリニック経営－
事例紹介

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2020年9月6日
02医業経営

0637 実地医家のための 新型コロナウイルス感染拡大の今後
集団免疫獲得説を中心に；日本では１１月でコロナは終息す
る！？
0638 良いチーム作りはクリニック経営の基礎－さたっ不採用と
マネジメントの手法；問題スタッフと向き合う

上久保靖彦(京都大学大学院医学研究科 特定教授)

2020年12月10日
01臨床全般

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2021年3月28日
02医業経営

0639 増加中のコモンな神経疾患４－糖尿病による神経合併
症、他(新春記念セミナー１)

福武敏夫(亀田クリニック脳神経内科 部長）

2021年1月10日
01臨床全般

0640 最新の糖尿病の薬物療法－ＣＫＤ，ＤＫＤ，腎性貧血と
関連図けて(新春記念セミナー2)

最上康生(総合医療センター成田病院 診療部長）

2021年1月10日
01臨床全般

0641 プライマリ・ケア医が絶対に知っておくべき精神疾患のすべて
精神科医とここが違う（新春記念セミナー３）

竹村洋典(東京医科歯科大学総合診療科 教授）

0642 実地医家のための心電図の読み方
心電図の自動診断のための考え方と症例

三原純司（墨田区・三原内科循環器科クリニック 院長）

2021年1月11日
01臨床全般
総合診療
2021年1月17日
01臨床全般

0643 クリニックのホームページを評価する－コロナ禍の中で集客を
考える

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2021年2月21日
02医業経営

0644 クリニックの親子承継に「医療法人」を活用する

近藤隆二（㈱ドクター総合支援センター 代表取締役）

2021年4月25日
02医業経営

0645 実地医家のための 肝斑、シミ、ソバカス、診断と正しい
治療

渡辺晋一(銀座レーザークリニック、帝京大学名誉教授）

2021年2月7日
01臨床全般

0646 実地医家のための 見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態６

真鍋雄太（神奈川歯科大学横浜医療センター総合内科 教授） 2021年4月29日
01臨床全般

0647 循環器疾患 心不全・心電図（仮題）
治療について；肺炎、ＣＯＰＤ，肺癌、肺高血圧症、など

滝村英幸（総合東京病院循環器内科 医長）

2021年2月21日
01臨床全般

0648 見逃していませんか？ 間質性肺炎とその合併症－対策と
治療について；肺炎、ＣＯＰＤ，肺癌、肺高血圧症、など

杉野 圭史（坪井病院 副院長/呼吸器科 部長）

2021年3月14日
01臨床全般

0649 実地医家のための 関節リウマチとその周辺疾患の診断と
治療

中村幸男（信州大学医学部整形外科 准教授）

2021年3月28日
01臨床全般

2020年7月12日
01臨床全般

神経内科
2020年11月8日
01臨床全般

漢方
御川安仁（ナチュラルアートクリニック 院長）

2020年7月23日
01臨床全般
栄養学
2020年8月16日
01臨床全般

循環器内科
2020年8月23日
01臨床全般

消化器内科
長尾大志（滋賀医科大学呼吸器内科 講師）

2020年8月30日
01臨床全般

呼吸器内科
2020年9月6日
01臨床全般

消化器内科
大路 剛（神戸大学付属病院感染症治療内科/臨床検査部、
神戸大学都市安全研究センター 准教授)

2020年6月14日
01臨床全般

中村幸男（信州大学医学部整形外科 准教授）

2020年9月20日
01臨床全般

整形外科
2021年5月9日
01臨床全般

整形外科
2021年4月18日
01臨床全般
消化器内科
2020年10月18日
01臨床全般

血液内科
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0650 実地医家のための心電図の読み方 ２
心電図の自動診断のための考え方と症例

三原純司（墨田区・三原内科循環器科クリニック 院長）

2021/5/
01臨床全般

0651 サイエンス漢方Ⅱ－4－泌尿器科、精神安定・憂鬱解
消、外科、未病の概念と漢方－漢方薬の作用機序を数理
で解明、東洋医学とは本質的に異なる斬新な運用法
0652 膠原病の診察や検査－生物学的製剤と経口JAK阻害
薬の治療と副作用対策

井齊偉矢（日高徳洲会病院 院長；サイエンス漢方
処方研究会 理事長）

2021年5月16日
01臨床全般

岸本暢将（杏林大学医学部附属病院膠原病科 准教授）

2021年11月23日
01臨床全般

0653 コロナ禍と花粉症の治療

松根彰志(日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 教授）

2021年3月7日
01臨床全般

0654 実地医家のための 見逃してはいけない神経内科領域の
疾患とその症状・病態６

真鍋雄太（神奈川歯科大学横浜医療センター総合内科 教授） 2021年4月29日
01臨床全般

0655 実地医家のための 肛門部の疾患の診断と治療
”国民病”と呼ばれる痔疾の保存・薬物療法と手術療法２

岡本欣也（東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター
部長）

2021年4月25日
01臨床全般

0656 実地医家のための プライマリケアの現場で役立つ一発
診断４－ひとめで見抜く診断の手掛かり

中川紘明（愛知医科大学総合診療科）、

0657 プライマリ・ケアで身につけておくべきいくつかのトピック
アレルギー疾患、めまい、禁煙指導など

竹村洋典(東京医科歯科大学総合診療科 教授）

0658 心不全、その病態と治療 特に薬物療法

最上康生(総合医療センター成田病院 診療部長）

2021年6月6日
01臨床全般
総合診療
2021年7月4日
01臨床全般
総合診療
2021年7月11日
01臨床全般

0660 医師、看護師のための創傷治療up-to-date２
創傷治癒の基本と最新の治療戦略

前川武雄(自治医科大学皮膚科 准教授)

0661 実地医家のための ダイエット(脂肪燃焼による肥満予防)
による生活習慣病の予防

高橋信之（東京農業大学応用生物科学部食品安全健康学科 2021/8/
01健康科学
生理機能学 教授/医学博士）

0662 実地医家のための 増加中のコモンな神経疾患の諸症状－
ビタミン、糖尿病（中枢神経障害）、電解質異常、内分泌疾患

福武敏夫（亀田総合病院脳神経内科 部長）

2021年8月29日
01臨床全般

0665 実地医家も知っておきたい 分かりやすい神経疾患による
感覚器障害

吉井文均（神奈川県済生会平塚医療福祉センター 長／
東海大学名誉教授）

2021年9月12日
01臨床全般

0670 花粉症の生物学的製剤によろ薬物治療

松根彰志(日本医科大学武蔵小杉病院耳鼻咽喉科 教授）

0672 実地医家のための 血算を読む
どこで疑い、どこまで診て、どこから紹介するか

押川学（武蔵野日本赤十字病院血液内科 部長）

0680 不整脈診療において、病診連携の経験をもとに、
実地医家に伝えたいこと

新田順一（榊原記念病院 副院長/循環器内科 主任部長）

0685 胸部X線写真、CT画像の読影（心臓、心音も関連付け
て）

皿谷 健(杏林大学付属病院呼吸器内科 講師）

2021年12月12日
01臨床全般

0610 問診・視診・動作分析・触診から探る痛みの原因分析と
超音波下生食ハイドロリリース

斉藤 究（名古屋市・さいとう整形外科リウマチ科 院長）

2020年4月26日
01臨床全般

漢方

耳鼻咽喉科

2021年7月25日
01臨床全般

神経内科
2021年10月24日
01臨床全般

耳鼻咽喉科
2021年10月10日
01臨床全般

血液内科
2021年11月7日
01臨床全般

循環器科

整形外科
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