第1回
S55.6.14

『循環器病の診断と治療』
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「診断と治療の現状」

S55.6.21

「不整脈の診断と治療」
「心臓病の非観血的(non-invasive)検査法について

S55.6.21

第2回

「狭心症の診断と治療」
「小児心疾患の診かた」
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ「弁膜症・虚血性心疾患」
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ「先天性心疾患」
『脳卒中の診断と治療』

S55.11.8

「ｲﾝﾄﾛﾀﾞｸｼｮﾝと昏睡患者の診かた」
「ＣＴの読みかたと脳血管障害におけるＣＴ像の種々相」

S55.11.15

「ＴＩＡ，ＲＩＮＤとは？」
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ「反覆する脳幹症状を呈した特異な症例」

S55.11.22

「脳血管障害急性期の治療の現状」
内科的治療：
外科的治療：
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「脳卒中の外科療法は内科的療法に優るか？」

5：00～8：10PM
井上 正(外科)
中村 芳郎（内科）
小佐野 満（小児科）
正津 晃（東海大外科）
松山 正也（東海大放射線科）
渡部 良夫(名古屋保健衛生大内科)
中沢 博江（内科）
半田 俊之助（内科）
小佐野 満（小児科）
半田 俊之介（内科）
辻 敦敏(小児科）
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 後藤 文男（内科）
後藤 文男（内科）
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厚東 篤生(内科）
海老原進一郎（内科）
石原 直毅（内科）

内科側：
外科側：

第3回
S56.1.17
S56.1.24
S56.2.7

第4回
S56.7.11

『最近の薬物療法を中心に』
「喘鳴」
「糖尿病」
「がんの化学療法」
「浮腫」
「不整脈」
「ステロイド療法」
「頭痛・めまい」
「慢性肝炎」
「感染症の化学療法」
『免疫と疾患』
「免疫のしくみ」
「症例検討(免疫の理解を深めるために)」

田崎 義昭(北里大学内科)
水上 公宏(美原記念病院外科)
後藤 文男（内科）
田崎 義昭（北里大学内科）
荒木 五郎（美原記念病院内科）
戸谷 重雄（外科）
水上 公宏（美原記念病院外科）
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 横山 哲朗（内科）
福井 俊夫（川崎市立井田病院内科）
田中 剛二（済生会中央病院内科）
阿部 令彦（外科）
加藤 暎一（内科）
中沢 博江（内科）
本間 光夫（内科）
海老原 進一郎（内科）
石井 裕正（内科）
勝 正孝（国立霞が浦病院内科）
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 本間 光夫(内科)
斎藤 和久(微生物学)
司会

1．全身性エリテマトーデス(診断と免疫異常を中心に）
2．慢性関節リウマチ(治療を中心に)

本間 光夫
安部 達（内科）
鏑木 淳一（内科）
竹内 勤(内科）
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S56.7.18

S56.7.25

第5回
S56.11.14

S56.11.21

S56.11.28

第6回
S57.2.13

S57.2.20

「いろいろなアレルギー性疾患」
Ⅰ型アレルギー(気管支喘息、全身性アナフィラキシーを例として）
Ⅱ型アレルギー(血小板減少性紫班病溶血性貧血を例として）
Ⅲ型アレルギー(腎炎を例として）
Ⅳ型アレルギー(接触性皮膚炎を例として）
Ⅴ型アレルギー(バセドウ病を例として）
薬剤アレルギー
「免疫療法」
免疫不全症
リウマチ以外の膠原病
悪性腫瘍
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「免疫と臨床」
免疫とアレルギー
自己免疫の立場から
移植免疫の立場から
『消化器病の診断と治療』
「最近の消化器病学」
「診断法の進歩と治療」
内視鏡
血管造影，CT‐SCAN，超音波検査
「実際の問題点（Ⅰ）」
食道･胃･大腸X線で見逃しを防ぐポイント
食道疾患の治療と現況
消化器潰瘍の保存的治療
胃疾患の外科的治療法
腸疾患の内科的治療法
「実際の問題点（Ⅱ）」
消化管生検所見，特に異型上皮の取り扱い方など 肝・胆・膵疾患の問題点
内科から
外科から
ⅰ.肝について
ⅱ.胆･膵について
大腸疾患の外科的治療法
消化器癌の化学・免疫療法
『救急初期治療の実際Ⅰ

（内科系）』

「救命のための心肺蘇生法」
（救急手技，ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ，ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ，機械的方法などを含む）

「心肺危機に関する薬剤」
「薬物ショックの治療」
「小児に対する救急処置」

S57.2.27

第7回
S57.6.26

「心疾患の救急処置」
狭心症・心筋梗塞
不整脈
「脳血管障碍による昏睡」
『救急初期治療と実際Ⅱ

（外科系）』

「吐血患者の診断と対策…内科から」

司会

市川 陽一(内科)
河合 健(内科）
北原 光夫(済生会中央病院内科）
富井 正邦(内科)
西川 武二(皮膚科)
鈴木 康夫(内科)
相沢 好治（北里大学衛生学）
司会
本間 光夫(内科）
市橋 保雄（小児科）
市川 陽一(内科)
石原 恒夫(外科)
司会
本間 光夫(内科）
柏崎 禎夫(北里大学内科）
東條 毅(内科)
畠
亮(泌尿器科)
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 阿部 令彦
石井 裕正(内科)
司会 熊倉 賢二(放射線診断部）
朝倉 均(内科)
平松 京一(放射線診断部）
司会
熊倉 賢二(放射線診断部）
朝倉 均(内科)
掛川 暉夫(久留米大学外科)
織田 正也(内科）
吉野 肇一(外科）
鈴木 絋一(内科）
司会
阿部 令彦(外科)
石井 裕正(内科）
都築 俊治(外科)
尾形 佳郎(外科)
小平 進(外科)
石引 久弥(外科)
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 浜田 和郎
司会
長野 政雄（麻酔科）
樋口 弘昌(麻酔科)
重松 俊之(麻酔科)
相馬 康宏(外科)
今村 洋二(外科)
山本 道雄（岐阜大学麻酔科）
中沢 博江（内科）
相川 直樹（外科）
小佐野 満(小児科)
斉藤 誠次(耳鼻科)
中村 芳郎（内科）
川田 志明（東海大学外科）
浜口 勝彦（埼玉医科大学内科）
5：00～8：10PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 羽鳥 俊郎(済生会中央病院外科)
陶山 匡一郎（国立東二病院内科）
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S57.7.10

S57.7.17

第8回
S57.11.20

S57.11.27

S57.12.4

第9回
S58.2.19

S58.2.26

S58.3.5

「吐血患者の診断と対策…外科から」
「下血患者の救急対策」
「泌尿器科領域における血尿の対策」
「急性腹症における画像診断（X線を中心に，I－CTを加えて）」
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「腹痛の診断と治療」

「やけど 病態と全身療法」
「やけど 局所療法」
「やけど 熱傷に対する救急医療のあり方」
「ショック治療の現況」
『老化と老人病』
「加令に伴う諸問題」
「動脈硬化症の病理」
「動脈硬化の機序」
「動脈硬化の予防と治療」
「老人と呼吸器疾患」
「老人と高血圧」
「老人と内分泌代謝疾患」
「老人と骨・関節疾患」
「老人における精神症状」
病理面から－脳老化の病理
臨床面から
「老人病患者の管理をいかに行うか」
精神面から
身体面から
『検査室成績の読み方』
「検査室成績より見た腎疾患・代謝障碍（糖尿病）」
1．Chance proteinuria and/or hematuriaの鑑別
2．高血圧の鑑別
3．糖尿病の判定と糖尿病患者の昏睡の鑑別
4．検査成績評価に当ってのポイント
「臨床カンファレンス：検査室成績より見た免疫異常疾患」
1．膠原病の治療
2．抗核抗体の検査法とその臨床的意義
3．リウマトイド因子とその臨床的意義
4．血液・凝固異常と膠原病
5．膠原病の病理組織学的所見とその読み方
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「検査室成績より見た肝疾患」
1．急性肝炎と胆道系疾患との差異
2．慢性肝炎の肝機能検査成績
3．肝硬変症とその癌化
4．肝切除と肝予備能

熊井 浩一郎（外科）
隅越 幸男（社会保険中央病院外科）
田崎 寛（泌尿器科）
西岡 清春（放射線科）
司会
羽鳥 俊郎
石飛 幸三（済生会中央病院外科）
実川 正道（泌尿器科）
朝倉 均（内科）
大貫 寿衛(国際親善病院内科)
吉野 肇一(外科)
林 茂(川崎私立病院婦人科)
相川 直樹（外科）
西川 武二（皮膚科）
鈴木 達雄（東京都医師会）
堀 原一（筑波大学臨床医学系外科）
5：00～8：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 保崎 秀夫（精神神経科）
柴田 博（東京都老人総合研究所）
細田 泰弘（病理学）
秦 葭哉（内科）
中村 治雄（慈恵大内科）
横山 哲朗（内科）
猿田 享男（内科）
片岡 邦三（内科）
富士川 恭輔（整形外科）
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松山 晴郎（国立埼玉病院）
加藤 雄司（明治学院大学）
大塚 俊男（国立精神衛生研究所）
長谷川 恒雄（韮山温泉病院長）
5：00～8：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 土屋 雅春（内科）
司会
加藤 暎一（内科）
小西 孝之助（内科）
猿田 享男（内科）
石沢 晋（内科）
加野 象次郎（中検）
司会
安部 達（内科）
市川 陽一（内科）
東條 毅（内科）
秋月 正史（内科）
池田 康夫（輸血センター）
細田 泰弘（中検）
司会
土屋 雅春（内科）
亀谷 麒与隆（都立広尾病院）
石井 裕正（内科）
織田 正也（内科）
都築 俊治（外科）
加野 象次郎（中検）
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第10回

『腹部の画像診断』

S58.6.25

「急性腹症の画像診断」
1．X線写真による画像診断
2．急性腹症の超音波診断
3．小児の画像診断
4．外科医の立場から
5．パネル：ＣＲＣ，症例呈示および読影相談
「肝・胆・膵と後腹膜・骨盤」
1．肝・胆・膵の画像診断
2．腎・尿路系の画像診断
3．小児の画像診断
4．産婦人科の立場から
5．パネル：ＣＲＣ，症例呈示および読影相談
｢これからの画像診断と医療のｼｽﾃﾑ｣
1．ＤＳＡと腹部画像診断
2．核医学の腹部画像診断
3．腹部のＮＭＲ画像
4．光ファイバーと画像伝達

S58.7.2

S58.7.9

5．ＰＨＤＣ（電子健康手帳）について

第11回
S58.11.12

S58.11.19

S58.11.26

『最近の薬物療法の問題点』
「抗生物質の種類・使い方・副作用」
1．抗生物質の種類と副作用
2．抗生物質の使い方（Ⅰ）
3．抗生物質の使い方（Ⅱ）
4．抗生物質の使い方（Ⅲ）
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「抗腫瘍剤の種類・使い方・副作用」
1．抗固型腫瘍薬
2．抗白血病薬
3．がん化学療法の諸問題
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「循環器系作用薬」
1．循環器系作用薬の薬理
2．降圧薬
3．冠拡張薬
4．外科的疾患における降圧療法
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

第12回

『血液浄化とその周辺―透析、輸血､

S59.2.18

「血液浄化法」
1．血液透析の最近の進歩と問題点
2．腹膜透析－徳にＣＡＰＤ
3．急性腎不全の治療と予後
4．肝不全に対する血液浄化法の応用
5．免疫疾患、レセプター病、代謝疾患、薬物中毒などにおける血液浄化法

輸血療法の最近の進歩』

4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 橋本 省三（放射線科）
司会
橋本 省三（放射線科）
永井 純（帝京大学）
久 直史（放射線診断部）
藤岡 睦久（国立埼玉病院）
都築 俊治（外科）
全員
司会
平松 京一（放射線診断部）
草野 正一（北里大学）
成松 芳明（放射線診断部）
甲田 英一（放射線診断部）
諸橋 侃（産婦人科）
全員
司会
橋本 省三（放射線科）
藤井 恭一
久保 敦司（放射線科）
真野 勇（浜松医科大学）
本田 辰篤（電総研）
矢田 光治（電総研）
池田 茂人（国立がんセンター）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 加藤 隆一（薬理学）
司会
加藤 隆一（薬理学）
藤森 一平（川崎市立病院）
名出 頼男（名古屋保健衛生大学）
相川 直樹（外科）
砂川 慶介（国立東二病院）
全員
司会
加藤 隆一（薬理学）
石引 久弥（外科）
外山 圭助（内科）
塚越 茂（癌研）
全員
司会
井上 正(外科)
加藤 隆一(薬理学)
橋本 敬太郎（山梨医科大学）
半田 俊之介（内科）
中村 芳郎（内科）
相馬 康宏（外科）
全員
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 田崎 寛（泌尿器科）
司会
田崎 寛（泌尿器科）
大沢 炯（琉球大学）
村井 勝（泌尿器科）
畠
亮（防衛医大）
松崎 松平（東海大）
池田 康夫（輸血センター）
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S59.2.25

S59.3.10

「成分輸血」
1．貧血の是正と輸血
2．凍結血漿アルブミン製剤の使用法
3．血小板輸血の適応と問題点
4．凝固因子補充療法の現状
「非経口的栄養法の最近の進歩 特に適応と問題点
1．非経口的栄養法の基礎
2．経静脈栄養法
3．経腸栄養法 成人
小児

第13回

『最近のﾒﾃﾞｨｶﾙ･ﾄﾋﾟｯｸｽを巡って』

S59.6.23

「不妊より体外受精まで」
1．オリエンテーション
2．排卵をめぐって
3．免疫と避妊
4．映画
5．卵管不妊
6．人工受精
7．体外受精
「脳死と臓器移植の問題点と実状」
1．腎移植
2．肝移植
3．心臓移植と人工心臓
4．脳死の判定
5．脳死について
「ＡＩＤＳを巡って」
1．ＡＩＤＳ患者を診て
2．Acquired immunodeficiencyとvirus
3．精子と免疫
4．ホモセックシュアリティ

S59.6.30

S59.7.14

第14回
S59.11.10
S59.11.17

S59.11.24

『呼吸器疾患診療の動向』
「呼吸器疾患の臨床序説 最近の話題をめぐって」
「いろいろな肺炎」
「小児の喘息の治療」
「臨床肺機能入門」
開業医家のための肺機能検査の知識
「昏睡中の異常呼吸とチアノーゼ」
「喀痰除去のための体位排出と換気体操」
「在宅酸素療法（家庭で行う酸素療法）」
「話題の肺疾患」（症例検討）

「チアノーゼの臨床」
呼吸不全をめぐる臨床の諸問題

第15回
S60.2.9

「内分泌病とホルモン療法」
1．ホルモン療法－補充療法と薬理学的療法－
2．糖尿病合併症とその対策
3．高血圧・水電解質とホルモン
4．バセドウ病の治療

司会

池田 康夫（輸血センター）
北原 光夫（済生会中央病院）
相川 直樹（外科）
渡辺 清明（中検）
山田 兼雄（聖マリアンナ大）
司会
勝俣 慶三（外科）
遠藤 昌夫（外科）
横山 清七（東海大）
青木 克憲（済生会中央病院）
小方 卓（国立小児病院）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 土屋 雅春（内科）
司会
飯塚 理八（産婦人科）
飯塚 理八（産婦人科）
中村 幸雄（産婦人科）
牧野 恒久（産婦人科）
河上 征治（産婦人科）
小林 俊文（産婦人科）
大野 虎之進（東京歯科大）
司会
井上 正（外科）
田崎 寛（泌尿器科）
都築 俊治（外科）
阿久津 哲造（国立循環器病ｾﾝﾀｰ研）
篠原 幸人（東海大）
桑原 安治（日本移植学会理事長）
司会
土屋 雅春（内科）
上田 泰（慈恵医大）
小野 明（北里研究所）
田崎 寛（泌尿器科）
保崎 秀夫（精神神経科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 横山 哲朗（内科）
横山 哲朗（内科）
福井 俊夫（川崎市立井田病院）
雉本 忠市（都立清瀬小児病院）
川城
金沢
千野
川城
大塚
佐藤
金沢
玉井

本館臨床講堂
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丈夫（内科）
実（内科）
直一（リハビリ科）
丈夫（内科）
洋久(北里大学内科)
勝(内科)
実(内科)
誠一(病理学)

横山 哲朗（内科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 市川 陽一（内科）
市川 陽一（内科）
松尾 健平（済生会中央病院）
猿田 享男（内科）
伊藤 国彦（伊藤病院長）

本館臨床講堂

S60.2.16

S60.2.23

「リセプター異常とリセプター病」
1．リセプターとは？
2．血管系リセプターとその病態
－高血圧発症機序に関係して
3．内分泌系リセプターとその病態
「小児のひきつけ，意識障害」
1．熱性けいれん
2．Ｒｅｙｅ症候群
3．けいれんの処置と治療

第16回
S60.6.15

S60.6.22

S60.6.29

第17回

「顔面，頭部」
1．はじめに－顔面，頭部の各種画像診断の概観－
2．顔面，頭部画像診断－神経放射線学の立場から－
3．症例を中心に討論

S60.11.16

「胸部」
1．虚血性心疾患
2．後天性弁膜症
3．解離性大動脈瘤
「腹部」
1．肝臓
2．胆のう・膵臓
3．泌尿器
4．卵巣
5．全体を通して

第18回
S61.2.15

猿田 享男（内科）
牧野 恒久（産婦人科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 小佐野 満（小児科）
山脇 英範（水戸赤十字病院）
松尾 宣武（小児科）
関
亨（小児科）
4：00～7：00PM

「遺伝子組換えなど知っておきたいことについて」－ﾊｲﾌﾞﾘﾄﾞｰﾏ，ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体，がん遺伝子，
遺伝子組換え，発生工学など－ ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ斎藤 和久（微生物学）
1．はじめに－ﾊｲﾌﾞﾘﾄﾞｰﾏ，ﾓﾉｸﾛﾅｰﾙ抗体－
斎藤 和久（微生物学）
2．遺伝子工学を用いた研究方法－霊長類ﾚﾄﾛｳｲﾙｽｹﾞﾉﾑのｸﾛｰﾆﾝｸﾞとその発展－
高野 利也 （微生物学）
3．がん遺伝子と細胞増殖因子研究の新しい展開
清水 信義（分子生物学）
4．発生工学による遺伝性神経疾患の発症機序の解析
御子柴 克彦(阪大蛋白研)
「心と病気」－ＰＳＤなど－
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 小此木 啓吾（精神神経科）
1．各科の精神障害
浅井 昌弘（精神神経科）
2．いわゆる心身症について
片山 義郎（精神神経科）
3．外科領域における医療心理学について
皆川 邦直(東京都精神医学総合研)
4．医師患者間の心理を中心に
小此木 啓吾（精神神経科）
「乳癌における診断，治療の進歩」
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 阿部 令彦（外科）
1．早期診断をどうするか，再発診断をどうするか
池田 正（外科）
2．手術適応と限界
榎本 耕治（外科）
3．ﾎﾙﾓﾝ・化学療法の進歩と問題点
榎本 耕治（外科）
4：00～7：00PM
『画像診断の進歩』－症例を中心として－

S60.11.9

S60.11.30

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 加藤 隆一（薬理学）
山本 慧（薬理学）

「薬剤の副作用」
1．皮膚科医の立場から“薬疹”
2．内科医の立場から“薬剤と肝障害”
織田 正也（内科）
3．外科医の立場から“抗菌化学療法剤の副作用”
4．薬学者の立場から“薬害の解析から防止へ”

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 戸谷 重雄（外科）
戸谷 重雄（外科）
志賀 逸夫(放射線診断部)
司会
厚東 篤生（内科）
潮田 隆一（放射線診断部）
藤井 正人（耳鼻咽喉科）
平形 寿孝（眼科）
田中 耕太郎（内科）
河瀬
斌（外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 井上 正（外科）
大西 祥平（内科）
相馬 康宏（外科）
毛利 誠（放射線診断部）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 都築 俊治（外科）
飯田 修平（外科）
尾形 佳郎（外科）
田崎 寛（泌尿器科）
飯野 孝一（産婦人科）
井戸 邦雄（放射線診断部）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 西川 武二（皮膚科）
原田 敬之（皮膚科）
織田 正也（内科）
石引 久弥（外科）
田村 善蔵（薬剤部）

本館臨床講堂
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S61.2.22

S61.3.1

「アルコール臓器障害」
1．ｱﾙｺｰﾙ依存症とは－その概念と実態－
2．ｱﾙｺｰﾙ性臓器障害の病態と治療
1）脳神経系の疾患
2）循環器系の疾患
3）消化器系の疾患およびｱﾙｺｰﾙ臓器障害治療上の問題点
「医療事故の諸問題点」

第19回
S61.6.7

S61.6.14

S61.6.21

「降圧剤」
1．高血圧治療の最近の動向
2．心疾患を有する場合
3．脳疾患を有する場合
4．腎疾患を有する場合
「高度先進医療」
1．高度先進医療について
2．三次元画像表示の臨床応用
3．電磁波による温熱療法
4．衝撃波による尿路砕石除去法
「抗生物質の世代別使い方」
1．ﾍﾟﾆｼﾘﾝ系薬剤の世代別使い方
2．ｾﾌｧﾑ系薬剤の世代別使い方
3．ｱﾐﾉ酸糖体系薬剤の世代別使い方
4．まとめ

第20回
S61.11.8

S61.11.15

S61.11.22

「向精神剤，抗うつ剤の使い方，問題点」
1．総論
2．神経症と心身症
3．躁うつ病と精神分裂病
4．老年期の痴呆性疾患
「性行為感染症（ＳＴＤ）」
1．ＳＴＤ総論－梅毒からＡＩＤＳまで－
2．陰部疱疹ならびに尖圭ｺﾝｼﾞﾛｰﾑ
3．淋疾・クラミジア感染症
4．浅草開業からみたＳＴＤの実態
「チェルノブイリと放射線医学」
1．原発事故と放医研（現地状況を中心に）
2．放射性沃度と甲状腺疾患
3．頭頸部における放射線誘発癌
4．放射線の晩発生影響随想

第21回
S62.2.7

「レーザー光線の臨床応用」
1．皮膚科，形成外科，神経痛の治療
2．眼科
3．消化器内視鏡
4．耳鼻咽喉科
5．産婦人科
6．歯科・口腔外科
7．脳神経外科

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ

石井 裕正（内科）
河野 裕明(国立療養所久里浜病院長)

篠原 幸人（東海大）
半田 俊之介（内科）
石井 裕正（内科）
保崎 秀夫（病院長）
饗庭 忠男（弁護士）
永井 隆（多摩丘陵病院長）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 猿田 享男（内科）
斉藤 郁夫（保健管理センター）
半田 俊之介（内科）
福内 靖男（内科）
猿田 享男（内科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 橋本 省三（放射線科）
外口 崇（厚生省保健局医療課）
藤岡 睦久（埼玉小児医療センタ）
近藤 誠（放射線科）
馬場 志郎（泌尿器科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 藤森 一平（川崎市立川崎病院長）
小林 芳夫（川崎市立川崎病院内科）
紺野 昌俊（帝京大学）
斉藤 篤（東京慈恵会医科大学）
藤森 一平（川崎市立川崎病院長）
4：00～7：00PM
浅井 昌弘（精神神経科）
浅井 昌弘（精神神経科）
片山 義郎（精神神経科）
八木 剛平（精神神経科）
仲村 禎夫（精神神経科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 西川 武二（皮膚科）
西川 武二（皮膚科）
新村 真人（慈恵医大皮膚科）
実川 正道（泌尿器科）
植村 一郎（浅草植村医院）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 橋本 省三（放射線科）
舘野 之男（放射線医学総合研）
木下 文雄（都立大久保病院）
内田 正興（癌研究会付属病院）
山下 久雄（慶應がんｾﾝﾀｰ所長）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 吉野 肇一（外科）
大城 俊夫（日本医用ﾚｰｻﾞｰ研究所）
東 範行（眼科）
朝倉 均（内科）
福田 宏之（耳鼻咽喉科）
蔵本 博行（北里大学産婦人科）
朝波 惣一郎（歯科・口腔外科）
塩原 隆造（外科）
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S62.2.14

S62.2.21

「消化性潰瘍の病因と治療」
1．病因より
2．内科的治療
3．心身症の観点より
総合討論
「医学情報システム」（新棟開院後の大学病院と地域医療・卒業生との関連）
1．慶大病院新棟見学
2．地域医療計画（東京都の場合）
3．新たな医療提携（病院と診療所の連携）
4．地域医療情報ｼｽﾃﾑ（病院医療情報ｼｽﾃﾑを中心として）

第22回
S62.6.13

S62.6.20

S62.6.27

「頸腕痛・腰痛・関節痛」
1．頸腕痛
2．腰痛
3．関節痛
「めまい，平衡障害の診断と治療」
1．総論
2．末梢性めまい
3．中枢性めまい
4．心因性めまい
「排尿困難」
1．内科的立場から
2．直腸癌根治術後の排尿障害
3．泌尿器的立場から

第23回
S62.11.14

S62.11.21

S62.11.28

「老化性痴呆症の問題点」
1．全般的な問題
2．分類と病理の面から
3．症候学の面から
4．治療面から
「老人のﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ－歩行障害－脳血管障害を中心に－」
1．はじめに
2．急性期から歩行へ
3．歩行訓練の方法
4．歩行訓練の実技
5．歩行分析
6．ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ･ｾﾝﾀｰ見学
「老人性疾患（白内障・難聴・老人と性）」
1．白内障
2．難聴
3．性

第24回
S63.2.13

「最近問題視されている寄生虫病」
1．総論：変わりつつある寄生虫病
2．性行為感染症としての寄生虫病
3．食品より感染する寄生虫病
4．輸入熱帯病としての寄生虫病
5．ペットを介して感染する寄生虫病

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ

土屋
北島
森下
陶山

雅春（内科）
政樹（杏林大外科）
鉄夫（東海大内科）
匡一郎（国立東二病院）

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ

入 久巳（副院長）

池上 直己（病院管理学）
入 久巳（副院長）
江川 寛（産業医大）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 矢部 裕（整形外科）
平林 洌（整形外科）
若野 絋一（整形外科）
冨士川 恭輔（整形外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 神崎 仁（耳鼻咽喉科）
神崎 仁（耳鼻咽喉科）
髙橋 正紘（東京女子医大）
海老原 進一郎（済生会向島病院）
浅井 昌弘（精神神経科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 田崎 寛（泌尿器科）
厚東 篤生（内科）
寺本 龍生（外科）
出口 修宏（泌尿器科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 大塚 俊男
(国立精神･神経ｾﾝﾀｰ精神保健研究所)
大塚 俊男
冨永 格（国立千葉病院）
仲村 禎夫（精神神経科）
鹿島 晴雄（精神神経科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 千野 直一（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）
千野 直一（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）
天野 隆弘（内科）
木村 彰男（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）
藤沢 しげ子（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科）
永田 雅章（国立療養所村山病院）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 長谷川 恒雄(伊豆韮山温泉病院長)
秋谷 忍（眼科）
神崎 仁（耳鼻咽喉科）
仲村 禎夫（精神神経科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 竹内 勤（寄生虫学）
竹内 勤（寄生虫学）
竹内 勤（寄生虫学）
金田 良雅（東海大）
赤尾 信吉（防衛医大）
田辺 将信（寄生虫学）
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S63.2.20

S63.2.27

「結核」
1．疫学的諸問題
2．最近の肺結核の診断と治療
3．小児結核 最近の問題点
4．肺外結核 胸膜炎・粟粒結核
5．特殊な結核 人工透析と結核
ＡＩＤＳと抗酸菌感染症
「肝硬変症・肝細胞癌」
1．慢性肝炎と肝硬変症
2．肝硬変・肝細胞癌症例の免疫学的検討
3．上部消化管出血の処置
－特に硬化療法を中心として
4．血管造影法による肝細胞癌の診断と治療への応用
5．肝硬変症・肝細胞癌診療の外科的側面

第25回
S63.6.11

ﾓﾃﾞﾚｰﾀ

青柳
青木
青柳
山登
河合
稲本
根岸
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 亀谷
亀谷
森実

幕内 博康（東海大）
平松 京一（放射線診断部）
都築 俊治（外科）
4：00～7：00PM

S63.6.25

第26回
S63.11.12

S63.11.19

S63.11.26

新棟臨床講堂

「薬物療法」－とくに降圧薬を中心として－
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ

S63.6.18

昭雄(国立療養所東埼玉病院長)
正和（結核予防会結核研究所）
昭雄(国立療養所東埼玉病院長)
淳伍（国立小児病院）
健（内科）
元（内科）
昌功（都立駒込病院）
麒与隆（都立広尾病院）
麒与隆（都立広尾病院）
敏夫（内科）

1．降圧利尿薬－その変換と今後の使用方法－
2．Β遮断薬－降圧薬および抗狭心薬としての使用法
3．Ｃａ拮抗薬－降圧薬としての将来性－
4．ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝ交換酵素阻害薬－その降圧機序と将来性－
「無侵襲性療法」
1．無麻酔体外衝撃波砕石術
2．消化器内視鏡的治療の進歩
3．Interventional angiography
－血管ｶﾃｰﾃﾙの治療の応用－
4．Nonvascular interventional radiology
5．経皮的腎盂形成術
「腫瘍ﾏｰｶｰの意義と実際」－腹部症例を中心に－
1．内科的立場から
2．外科的立場から
3．婦人科的立場から
『救急医療Ⅰ：心・肺・大血管の救急』
「心肺蘇生」
1．はじめに
2．心肺蘇生法（Basic Life SupportとAdovanced Life Support)
3．ALSで用いられる補助装置(IABP,ECMOなど)
4．心肺蘇生と薬剤
5．心肺蘇生と脳の機能
6．デモンストレーションと実習
「胸部外傷と肺疾患の救急」
1．はじめに：胸部外傷の初療にあたって
2．胸郭損傷：主にFlail Chestについて
3．肺損傷
4．気管・気管支損傷
5．ＡＲＤＳ：新しい話題
6．人工呼吸器の使い方：ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝ
「心・大血管の救急」
1．はじめに
2．胸痛：内科の立場から
外科の立場から

猿田
猿田
半田
斉藤
鈴木
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 田崎
馬場
熊井

享男(内科)
享男（内科）
俊之介（内科）
郁夫（保健管理ｾﾝﾀｰ）
洋通（内科）
寛（泌尿器科）
志郎（泌尿器科）
浩一郎（外科）

平松 京一（放射線診断部）
井戸 邦雄（放射線診断部）
馬場 志郎（泌尿器科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 入 久巳（中検）
三浦 総一郎（内科）
小平 進（外科）
野澤 志朗（産婦人科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 相川 直樹（救急部）
司会
関口 昌弘（麻酔科）
関口 昌弘（麻酔科）
増田 純一（麻酔科）
今村 洋二（外科）
滝口 守（東海大麻酔科）
塩原 隆造（外科）
巌 康秀（麻酔科）
司会
前中 由巳(済生会神奈川県病院）
前中 由巳(済生会神奈川県病院)
益子 邦洋（日本医大救急医学）
加藤 良一（外科）
鈴木 隆（昭和大藤が丘病院外科）
小林 紘一（外科）
武田 純三（麻酔科）
司会
半田 俊之介（内科）
半田 俊之介（内科）
堀 進吾（救急部）
川田 光三（外科）

新棟臨床講堂

3．不整脈：内科の立場から
外科の立場から
4．心不全：内科の立場から
外科の立場から
5．ショック：内科の立場から
外科の立場から
6．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「心・大血管の救急」
具体的症例をスライド提示しながら
7．総合コメント

第27回
H1.2.4

『救急医療Ⅱ脳』

小川 聡（内科）
相馬 康宏（外科）
半田 俊之介（内科）
四津 良平（外科）
堀 進吾（救急部）
川田 光三（外科）
上記演者全員
井上 正（外科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 戸谷 重雄（脳神経外科）

新棟臨床講堂

「脳血管疾患（脳梗塞，脳出血，くも膜下出血）の救急」
司会

H1.2.18

H1.2.25

1．はじめに
2．脳梗塞を中心に
3．脳出血を中心に
4．くも膜下出血を中心に
5．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 脳血管障害の救急
「頭部外傷の救急」
1．はじめに
2．頭部外傷の救急処置
3．切迫脳死と脳機能
4．頭部外傷救急の実状
5．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 急性頭部外傷の救急について
「意識障害ならびに痙攣と脳の緊急」
1．はじめに
2．内科の立場から
3．小児科の立場から
4．精神科の立場から
5．脳神経外科の立場から
6．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 意識障害，痙攣症例の救急

第28回
H1.6.10

H1.6.24

H1.7.1

第29回
H1.11.18
10周年記念

「高血圧の新しい薬物療法」
1．高血圧治療の最近の動向
2．軽症高血圧，老年者高血圧の治療
3．高血圧治療と心血管系障害の予防
4．合併症を伴った高血圧の治療
「感染症の新しい薬物療法」
1．注目される感染症と薬物療法の現況
2．内科領域
3．小児科領域
4．外科領域
5．泌尿器科領域
6．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
「糖尿病，肥満，痛風の治療の実際」
1．糖尿病の新しい治療指針とその評価
2．肥満の判定，合併症及び治療の動向
3．痛風の病態と治療指針
（10周年記念・産学協同）
1．「胃病変とﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ」
2．「血管外科とﾌﾟﾛｽﾀｸﾞﾗﾝｼﾞﾝ」
3．「低血圧の臨床」

村瀬 活郎（済生会宇都宮病院）
村瀬 活郎
天野 隆弘（内科）
石原 直毅（美原記念病院）
河瀬 斌（外科）
演者全員
司会
塩原 隆造（外科）
塩原 隆造（外科）
市来崎 潔(国立東京第二病院脳外科)
石山 直己(平塚市民病院脳神経外科)
中村 恒夫(済生会神奈川県病院外科)
演者全員
司会
福内 靖男（内科）
福内 靖男（内科）
厚東 篤生（内科）
山脇 英範(水戸赤十字病院小児科）
浅井 昌弘（精神科)
大谷 光弘（外科）
演者全員
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 猿田 享男（内科）
猿田 享男（内科）
斉藤 郁夫（保健管理ｾﾝﾀｰ）
半田 俊之介（内科）
鈴木 洋通（内科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 石引 久弥（外科）
石引 久弥（外科）
小林 芳夫（中検）
砂川 慶介(国立東京第二病院小児科)
相川 直樹（救急部）
河村 信夫（東海大泌尿器科）
演者全員
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 片岡 邦三（内科）
丸山 博（内科）
片岡 邦三（内科）
丸山 太郎（埼玉中央病院内科）
3:00～7：00PM
陶山 匡一郎（国立東京第二病院消化器科）
石飛 幸三（済生会中央病院外科）
猿田 享男（内科）
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大東京火災新宿ﾎｰﾙ

第30回
H2.2.10

H2.2.17

H2.2.24

「よりよい漢方療法を目指して」
1．漢方薬と漢方療法
2．胃疾患と漢方療法
3．肝疾患と漢方療法
4．脳卒中の予後と漢方療法
5．てんかんと漢方療法－抗けいれん用のメカニズム－
「新しい抗菌剤の使い方」
1．最近の新しい抗菌剤
2．新しい抗菌剤の使い分け
3．抗菌剤と薬物アレルギー，副作用
「最近の癌化学療法－使用法と留意点－」
1．頭頸部悪性腫瘍について－手術と放射線との併用－
2．消化器癌の外科手術における使い方
3．造血臓器悪性腫瘍の化学療法
4．婦人科領域の悪性腫瘍(卵巣，絨毛上皮)と腫瘍マーカー

第31回
H2.6.16

H2.6.30

「消化管出血の診断と治療」
1．上部消化管出血－内視鏡診断と止血方法－
2．下部消化管大量出血の診断と治療－大腸出血例について－
3．消化管出血とInterventional Radiology
4．食道胃静脈瘤出血の診断と治療
「老人の心疾患」
1．高脂血症をどう治療するか
2．老人に負担を与えない心臓病の検査
3．老人の冠動脈疾患に対するIntervention－適応と予後－
4．心筋の老化と心室機能

第32回
H2.11.17

1．「慢性関節リウマチ－診断と治療の進歩」
2．「躁鬱病」
3．「全身疾患と眼底」

第33回
H3.2.16

H3.2.23

「ＭＲＩの臨床応用」
1．原理と画像の読み方－装置の種類とこれから－
2．中枢神経・眼窩と頭頚部の診断
3．骨盤疾患の診断
「後腹膜腫瘍」
1．副腎腫瘍
2．腎腫瘍
3．膵癌
4．その他の後腹膜腫瘍とまとめ

第34回
H3.6.15

「貧血をめぐって－診断と治療－」
1．貧血患者の検査の進め方
2．貧血の成因とその対策
3．老人の貧血－とくに骨髄異形成症候群－
4．貧血と輸血

4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北澤 式文（薬剤部）
北澤 式文（薬剤部）
佐藤 弘（東京女子医科大学内科学）
山内 浩（国立栃木病院内科）
荒木 五郎（東海大学内科学）
菅谷 英一（神奈川歯科大学生理学）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 藤森 一平（東海大学健康開発学）
八木沢 守正(日本抗生物質学術協議会)
紺野 昌俊（帝京大学臨床病理学）
村中 正治（湯河原厚生年金病院）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 橋本 省三
犬山 征夫（北海道大学耳鼻咽喉科）
吉野 肇一（外科）
外山 圭助（東京医科大学内科学）
野澤 志朗（産婦人科）
4：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 熊井 浩一郎（中検）
杉野 吉則（放射線診断科）
寺本 龍生（外科）
成松 芳明（放射線診断科）
幕内 博康（東海大学外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 中村 芳郎（老年科）
福沢 恒利（老年科）
小川 聡（中検）
半田 俊之介（内科）
赤石 誠（内科）
3：00～7：30PM
東條 毅（内科）
浅井 昌弘（精神科)
小口 芳久（眼科）
4：00～7：00PM
橋本 省三（放射線科）
大内 敏宏（亀田総合病院）
志賀 逸夫（放射線科）
富樫 かおり（大津市民病院）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 田崎 寛（泌尿器科）
畠
亮（泌尿器科）
中薗 昌明（栃木県立がんｾﾝﾀｰ）
髙橋 伸（外科）
都築 俊治（外科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 池田 康夫（内科）
渡辺 清明（中検）
青木 誠（国立東京第二病院）
木崎 昌弘（内科）
半田 誠（輸血センター）
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明治記念館
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H3.6.29

「持続する黄疸」
1．黄疸（概論）
2．ＰＢＣとその周辺
3．胆汁うっ帯の画像診断
超音波診断
ＥＲＣＰ

第35回
1．「メニュエール病とその周辺疾患について」
2．「腹腔鏡下胆のう摘出手術－胆石症に対する新しい治療法」
3．「外科系手術の動向と卒後・生涯教育」

第36回
H4.2.15

H4.2.22

「免疫反応と臨床」
1．免疫系のしくみ
2．サイトカインと免疫異常
3．免疫応答機構の破綻－ｱﾚﾙｷﾞｰ・自己免疫・ｱﾈﾙｷﾞｰ
「ペースメーカー治療の実態」
1．不整脈の電気生理学的検索と薬物療法
2．心臓ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ治療の実態と患者管理
3．持続性ＶＴ・心室細動と植込み型除細
4．睡眠時無呼吸と横隔膜ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植込み術の経験
5．臨床講義余話「盲に入ったﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ」

第37回
H4.5.30
内科
放射線科
外科
H4.7.4

「肝細胞癌の診断と治療」
1．肝細胞癌の病態と診断
2．肝細胞癌と肝炎ｳｲﾙｽとの関連について
1．超音波診断とその治療応用
2．CT診断とMRI診断の有用性
3．血管造影とその治療応用
外科的治療の問題点
「知っておきたいエイズの知識」
1．我国におけるエイズの実情
2．ｴｲｽﾞ研究の最前線－病態の解明と新しい治療法の開発－
3．ｴｲｽﾞの臨床－予防から治療までの実際－
4．エイズの皮膚症状

第38回
1．「不整脈治療の最近の動向」
2．「性の分化・発達異常」
3．「細菌性感染症と抗菌剤療法」

第39回
H5.2.6

H5.2.13

「胎児診断－マクロとミクロ－」
1．胎児異常の画像診断
2．胎児診断－細胞遺伝学的立場から－
3．胎児診断－遺伝子病を中心に－
4．胎児のDNA診断・治療の現状と展望
「いま、大腸ポリープは？」
1．大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟの内視鏡的診断とその治療
2．大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟの外科的治療 最近の進歩
3．大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟの組織診断上の問題点
4．大腸ﾎﾟﾘｰﾌﾟと癌、拾い上げと処置について

ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ

亀谷 麒与隆（都立大塚病院）
石井 裕正（内科）
織田 正也（内科）

久 直史（放射線科）
森下 鉄夫（静岡赤十字病院）
3：00～7：30PM
神崎
仁（耳鼻咽喉科）
大上 正裕（川崎市立川崎病院外科）
田崎 寛（泌尿器科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 垣生 園子（東海大学）
奥村 康（順天堂大学）
原 まさ子（東京女子医大）
小池 隆夫（千葉大学）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 川田 志明（外科）
小川 聡（内科）
木曽 一誠（済生会宇都宮病院）
相馬 康宏（外科）
井上 宏司（東海大）
川田 志明
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 都築 俊治（外科）
石井 裕正（内科）
斉藤 英胤（内科）
大熊 潔（放射線科）
谷本 伸弘（放射線科）
平松 京一（放射線科）
都築 俊治（外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 池田 康夫（内科）
瀧 正志（聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大）
渡辺 守（中検）
根岸 昌功（都立馬込病院）
仲
弥（皮膚科）
3：00～7：30PM
小川 聡（内科）
松尾 宣武（小児科）
石引 久弥（外科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 野澤 志朗（産婦人科）
名取 道也（産婦人科）
田村 昭蔵（産婦人科）
松尾 宣武（小児科）
清水 信義（分子生物）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北島 政樹（外科）
日比 紀文（内科）
寺本 龍生（外科）
向井 万起男（中検）
今井 裕（放射線診断科）
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第40回
H5.7.10

ﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙの臨床－生体内利用と細胞毒性－
1．ﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙの生体内利用と細胞毒性（序論）
2．眼科疾患とﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙ
3．虚血性心疾患におけるﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙ生成動態－SODによる抑制－
4．消化管粘膜防御とﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙ
5．ﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙを介した排卵ﾒｶﾆｽﾞﾑ制御
6．NOを介した血圧調節機構とその異常
7．NOの細胞毒性：制癌療法への応用

第41回
H5.12.18

1．目の疲れの原因－ドライアイ－
2．胃粘膜障害におけるｽｶﾍﾞﾝｼﾞｬｰとしてのﾀｳﾘﾝの意義
3．てんかん症候群および類縁疾患

第42回
H6.2.5

H6.3.5

｢消化器早期癌に対する内視鏡的粘膜切除(ﾑｺｾﾞｸﾄﾐｰ)および腹腔鏡下局所切除術｣
1．食道粘膜癌に対する内視鏡的粘膜切除術
2．早期胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術（ＥＭＲ）
3．早期胃癌に対する腹腔鏡下手術
4．早期大腸癌に対する内視鏡的切除術と腹腔鏡下大腸切除術
「各領域におけるＭＲＩ診断」
1．中枢神経領域におけるMRI診断
2．体部のＭＲＩ
3．整形外科領域のＭＲＩ診断
4．MRA，MRSの最近の動向

第43回
H6.7.2

H6.7.23

第44回
H6.12.3

「肺癌の臨床」
1．肺癌治療の現況
2．肺癌を見落とさないために
3．肺癌に対する外科療法
4．肺癌に対する化学療法
「呼吸器疾患診療の最近の動向」
1．抗酸菌感染症の最近の動向
2．ＨＩＶ感染症と呼吸器疾患
3．急性肺損傷の臨床と基礎
4．在宅酸素療法とその周辺
産学協同
1．「結核とエイズ」
2．「輸入寄生虫感染症」

第45回
H7.2.4

H7.2.25

「高血圧症の標的臓器をいかに保護するか」
1．脳血管について
2．心臓について
3．腎臓について
「膵臓病の臨床－最近の進歩－」
1．膵炎(急性・慢性)の病態と内科的治療
2．膵炎の病態と外科的治療
3．膵癌の診断と治療の現状

3：00～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 末松 誠（医化学）
末松 誠（医化学）
榛村 重人（足利赤十字病院眼科）
羽鳥 信郎（防衛医大第二外科）
北洞 哲治（内科）
宮崎 豊彦（産婦人科）
菱川 慶一（内科）
福村 大（内科）
3：00～7：30PM
坪田 一男（東京歯科大学市川総合病院・眼科学）
森下 鉄夫（静岡赤十字病院・内科）
関
亨（小児科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北島 政樹（外科）
幕内 博康（東海大）
杉野 吉則（放射線科）
大上 正裕（外科）
渡辺 昌彦（外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 久保 敦司（放射線科）
百島 祐貴（放射線科）
谷本 伸弘（放射線科）
中村 俊康（整形外科）
大内 敏宏（亀田総合病院）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 小林 紘一（外科）
小林 紘一（外科）
甲田 英一（放射線診断科）
菊池 功次（外科）
川村 雅文（外科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 川城 丈夫(国立療養所東埼玉病院長)
青柳 昭雄（国立療養所東埼玉病院名誉院長）
味沢 篤（東京都立駒込病院・感染症科）
金沢 実（内科学）
山口 佳寿博（内科学）
3：00～7：30PM
古川 武温(結核予防会理事長)
田邊 將信（熱帯医学・寄生中学）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 鈴木 洋通（内科学）
田中 耕太郎（内科学）
三田村 秀雄（内科学）
鈴木 洋通（内科学）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 石井 裕正（内科学）
加藤 眞三（内科学）
髙橋 伸（外科学）
尾形 佳郎(栃木県立がんセンター病棟部長)
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第46回
H7.7.8

H7.7.29

「思春期をめぐる諸問題」
1．日本の思春期の実態
2．不登校の現代的背景
3．小児肥満・高脂血症へのｱﾌﾟﾛｰﾁ
4．肥満児の食事指導の実際
「更年期をめぐる諸問題」
1．更年期に対する最近の考え方
2．産婦人科における骨粗鬆症の診療
3．高脂血症と虚血性心疾患の関わり
4．本邦におけるﾎﾙﾓﾝ補充療法の実際

第47回

「消化性潰瘍に関する最近の知見」

H7.10.14

1．「ﾍﾘｺﾊﾞｸﾀｰﾋﾟﾛﾘと消化性潰瘍」
2．「消化性潰瘍に対する腹腔鏡下手術の応用」

第48回
H8.2.3

H8.2.24

「画像診断の最前線」
1．ＭＲＩと脳ドック
2．小児体部疾患とＣＴ，ＭＲＩ
3．注腸Ｘ線検査による大腸癌の早期発見と問題点
「実施医家のための遺伝子検査」－適応と診断意義－
1．白血病および類縁疾患の遺伝子解析
2．日和見感染症（結核菌・ｻｲﾄﾒｶﾞﾛｳｲﾙｽなど）
3．肝炎ｳｲﾙｽ感染症における遺伝子診断

第49回
H8.6.1

H8.6.29

「生殖医療の最近の動向」
1．体外受精・胚移植および関連生殖補助技術
2．男性不妊症
3．配偶子・胚の遺伝子診断
「最近の話題－精神障害と心身症－」
1．心身症とその治療
2．産婦人科領域における心身症
3．神経症と心身症

第50回
H8.10.12

「スポーツ医学の現在と未来」
1．「腰痛・膝痛の運動療法」
2．「骨粗鬆症と運動」－女性のＱＯＬをめざして－
3．「肥満・シンドロームＸと運動」

第51回
H9.2.8

H9.2.22

「透析療法をめぐって」
1．慢性腎不全患者の透析導入期の管理
2．維持透析の問題点
3．急性腎不全の治療及び特殊な血液浄化法
「糖尿病の外来診療」
総論 糖尿病治療－最近の考え方
1．食事・運動療法指導
2．ｲﾝｽﾘﾝ，経口薬療法について
3．合併症の早期発見法

3：00～6：00PM
新棟大会議室
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 松尾 宣武（小児科学）
松尾 宣武（小児科）
渡辺 久子（小児科）
田中 葉子(東京歯科大学市川総合病院)
武田 純枝（食用管理室課長）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 野澤志朗（産婦人科）
堀口 文（産婦人科）
太田 博明（産婦人科）
谷 正人（老年科）
石塚 文平(聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大産婦人科)
4：30～7：00PM
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北島 政樹（外科）
鈴木 雅之（都立広尾病院・内科）
大谷 吉秀（外科）
3：00～6：00PM
新棟大会議室
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 平松 京一（放射線科）
志賀 逸夫（放射線科）
甲田 英一（放射線科）
杉野 吉則（放射線科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 渡辺 清明（中検）
山森 俊治（三菱化学ﾋﾞｰｼｰｴﾙ細胞遺伝解析部長)
宮地 勇人（東海大病態診断系臨床病理学)
齊藤 英胤（内科）
3：00～6：00PM
新棟大会議室
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 吉村 泰典（産婦人科）
吉村 泰典（産婦人科）
久慈 直昭（東京歯科大・産婦人科）
末岡 浩（産婦人科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 浅井 昌弘（精神神経科）
片山 義郎（井之頭病院副院長）
堀口 文(ﾒﾙﾎﾞﾙﾝ大学女性健康ｾﾝﾀｰ)
大野 裕（精神神経科）
４：00～6：３0PM
ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 山崎 元（ｽﾎﾟｰﾂ医学研究ｾﾝﾀｰ）
竹田 毅（ｽﾎﾟｰﾂｸﾘﾆｯｸ）
辻 秀一（ｽﾎﾟｰﾂ医学研究ｾﾝﾀｰ）
勝川 史憲（ｽﾎﾟｰﾂ医学研究ｾﾝﾀｰ）
3：00～6：00PM
新棟大会議室
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 村井 勝（泌尿器科）
林 松彦（内科）
熊谷 裕生（内科）
朝倉 博孝（泌尿器科）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 松岡 健平（東京都済生会中央病院副院長）
松岡 健平（東京都済生会中央病院副院長）
北村 信一（東京都済生会向島病院院長）
丸山 太郎（社会保険埼玉中央病院診療部長兼栄養部長)
丸山 博（内科）

第52回
H9.6.7

H9.6.28

第53回
H9.10.25

「医療保険改革と介護保険」
1．医療保険の現状、問題点、改革案
2．医療ｻｰﾋﾞｽの評価はどこまで可能か
3．介護保険の構想と問題点
4．介護保険とﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学
「癌性疼法へのアプローチ」
1．薬物療法と神経ﾌﾞﾛｯｸ、在宅治療
2．放射線治療の適応と限界
3．告知と患者および家族の心理と対策
｢最近話題の消化管疾患の新しい治療法－特に内科的治療の進歩とその将来展望－｣(産学協
同）
1．逆流性食道炎の診断と治療のﾄﾋﾟｯｸｽ
2．胃炎・胃潰瘍の新しい視点と治療法の工夫
3．炎症性腸疾患の診断と治療の進歩

第54回
H10.2.14

H10.2.28

「インターネットと医療」
1．インターネットで何ができるか
2．インターネットはどう使うのか
3．インターネットと医師の秘守義務
4．インターネットのマナー
「脳卒中予防治療時代の幕あけ」
1．脳ﾄﾞｯｸによる無症候性梗塞の発見
2．クモ膜下出血の予防治療
3．脳梗塞、脳出血の予防治療

第55回

遺伝子研究に基づく新しい医療の展開

H10.7.4

1．ヒトゲノムプロジェクト
2．先天性疾患の遺伝子診療ならびに出生前診断:
遺伝子研究がもたらした臨床貢献
3．「悪性腫瘍における遺伝子異常とその臨床応用
4．｢遺伝子治療の現状と癌の免疫遺伝子治療の実際｣

第56回

血液疾患の診療－日常診療からその最前線迄－

H10.10.3

1．日常診療における血液検査でどこ迄の情報が得られるか？
2．出血傾向と血栓傾向に迫る
3．白血病･悪性ﾘﾝﾊﾟ腫治療における造血管細胞移植－国内外の現状と将来の展望、
そして慶應義塾大学病院の活動－

第57回

骨粗鬆症への対応；up-to-date

H11.2.13

1．「整形外科的立場から」
2．「婦人科的立場から」
3．「スポーツ医学的立場から」

第58回

循環器疾患の診療最前線

H11.6.26

1．「不整脈の薬物・非薬物療法」
2．「心不全治療の最前線」
3．「カテーテルによる冠動脈疾患治療の最前線」

3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 池上 直己（医療政策･管理学）
池上 直己（医療政策･管理学）
池田 俊也（医療政策･管理学）
池上 直己（医療政策･管理学）
千野 直一（ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学）
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 武田 純三（麻酔学）
山田 寛幸（麻酔学）
茂松 直之（放射線科）
大野 裕（精神神経科）
4：30～7：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 日比 紀文（内科）
幕内 博康（東海大・外科）
北洞 哲治（国立大蔵病院消化器科医長）
岩男 泰（内視鏡ｾﾝﾀｰ）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 金子 章道（生理学）
安藤 裕（放射線科）
市古 みどり（ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ）
岩永 史郎（中検）
金子 章道(生理学・ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ所長)
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 河瀬 斌（外科）
水上 公宏（千葉脳神経外科病院長）
河瀬 斌（外科）
天野 隆弘（内科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 河上 裕（先端医科学研究所）
清水 信義（分子生物学）
清水 宏（皮膚科）
上田 政和（外科）
河上 裕(先端医科学研究所)
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 池田 康夫(内科）
渡辺 清明（中検）
村田 満（内科）
岡本 真一郎（内科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 戸山 芳昭(整形外科）
市村 正一(防衛医科大学・整形外科)
太田 博明（産婦人科）
岩本 潤（整形外科）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 小川 聡（内科学）
三田村秀雄(心臓病先端治療学講座）
吉川 勉（内科学）
朝倉 靖（内科学）
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京王プラザホテル

ﾊﾟﾚｽﾎﾃﾙ『ﾛｰｽﾞﾙｰﾑ』

第59回

創傷治癒－臨床と研究の最前線－

H11.10.9

1．「瘢痕を残さない創傷治癒」
2．「骨折・靭帯損傷・腱損傷の治癒について」
3．「一般・消化器外科領域における創傷治癒」
4．「培養皮膚」

第60回

薬物療法における最近の話題

H12.2.26

1．「臨床で注意すべき薬物相互作用について」
2．「ドラッグ・デリバリー・システムと薬剤の適用使用」
3．「薬効の個人差を引き起こす遺伝子の一塩基変異多型」

第61回

免疫学はおもしろい

H12.6.3

1 「炎症性腸疾患の治療から見えてきた免疫学」
2 「天疱瘡の窓から見えた免疫学」
3 「免疫抑制剤の研究から何が見えたか？」

第62回

感覚器障害の治療――最近の話題―

H12.10.14

1
2
3
4

「レーザーによる近視矯正手術の実際」
「緑内障―最新の診断と治療」
「感音難聴への新しいアプローチ」
「良性発作性頭位めまい症をめぐる最近の話題」

第63回

アルツハイマー型痴呆をめぐる諸問題

H13.2.10

1 「アルツハイマー病の臨床――診断を中心に」
2 「アルツハイマー型痴呆の治療――薬物療法とリハビリテーション」
3 「アルツハイマー型痴呆の医療経済学的検討」

第64回

移植医療の現況

H13.6.23

1 「腎移植をめぐる最近の話題」
2 「造血幹細胞移植の新しい展開」
3 「本邦における肝移植の現況とトピックス」

第65回

最近話題の薬物療法

H13.10.13

1
2
3
4

「胃・十二指腸潰瘍に対する Helicobacter pylori 除菌療法」
「ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法の現状と未来」
「2型糖尿病の病態と薬物治療」
「日本の高血圧治療ガイドラインと新しい降圧薬
――ｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体拮抗薬」
5 「高脂血症の治療――食事から薬物療法まで」

第66回

最新の画像診断

H14.2.9

1 「肝のＣＴ，ＭＲＩ診断 update」
2 「心臓血管疾患のﾏﾙﾁｽﾗｲｽCTによる3次元診断」
3 「急性期脳血管障害の画像診断」

第67回

糖尿病――生活習慣と合併症

H14.7.13

1
2
3
4
5

「糖尿病と生活習慣」
「糖尿病，肥満の予防・治療としての生活習慣修正――運動/身体活動を中心として」
「糖尿病腎症，高血圧の治療」
「閉塞性動脈硬化症の足病変―診断・治療と管理」
「糖尿病網膜症の治療と管理」

3：00～6：00PM
赤坂ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 中島 龍夫（形成外科学）
貴志 和生（形成外科学）
池島 博泰（整形外科学）
大谷 吉秀（外科学）
橋本 公二（愛媛大学医学部皮膚科学講座教授）
3：00～6：00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 谷川原 祐介（薬剤部）
安原 眞人（東京医科歯科大学医学部教授・薬剤部長）
奥村 勝彦（神戸大学医学部教授・薬剤部長）
谷川原 祐介（慶應義塾大学医学部教授・薬剤部長）
3：00～6：00PM
パレスホテル
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 小安 重夫（微生物学）
渡辺 守（東京医科歯科大学教授・消化代謝内科学）
天谷 雅行（皮膚科学）
松田 達志（微生物学）
3：00～6：00PM
赤坂プリンスホテル
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 神崎
仁（耳鼻咽喉科学）
黒坂 大次郎（眼科学）
谷野 富彦（眼科学）
小川
郁（耳鼻咽喉科学）
國弘 幸伸（耳鼻咽喉科学）
3：00～6：00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 福内 靖男（内科学）
天野 隆弘（内科学）
鹿島 晴雄（精神・神経科学）
池田 俊也（医療政策・管理学）
3：00～6：00PM
ホテルオークラ
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北島 政樹（外科学）
村井
勝（泌尿器科学）
岡本 真一郎（内科学）
島津 元秀（外科学）
3：00～6：00PM
京王プラザホテル
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 石井 裕正（内科学）
鈴木 秀和（内科学）
齎藤 英胤（内科学）
島田
朗（内科学）
齊藤 郁夫（保健管理ｾﾝﾀｰ）
広瀬 信義（内科学）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 栗林 幸夫（放射線科学）
谷本 伸弘（放射線科学）
陣崎 雅弘（放射線科学）
百島 祐貴（放射線科学）
3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 林 松彦（内科学）
広瀬 寛（内科学）
勝川 史憲（ｽﾎﾟｰﾂ医学研究ｾﾝﾀｰ）
熊谷 裕正（内科学）
井口 傑（整形外科学）
井上 真（眼科学）

赤坂プリンスホテル

日本海運倶楽部

第68回
H14.10.26

第69回
H15.2.8

第70回
H15.6.14

第71回
H15.10.4

第72回
H16.2.14

第73回
H16.6.26

第74回
H16.10.30

第75回
H17.2.12

第76回
H17.6.25

3：00～6：00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 相川 直樹（救急部）
1 「外傷救急：ＡＴＬＳの考え方」
青木 克憲（救急部）
2 「ガイドライン2000」
堀
進悟（救急部）
3 「ＡＥＤ(自動式体外除細動器）の普及」
三田村 秀雄（ｻﾝﾄﾘｰ寄附講座）
3：00～6：00PM
感染症の臨床的トピックス
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 川城 丈夫（国療東埼玉・病院長）
1 「抗酸菌感染症―最近の状況から」
米丸 亮（国療東埼玉・呼吸器内科）
2 「院内感染対策の意義とその実践について」
長谷川 直樹（慶應医学部・内科学）
3 「インフルエンザの予防と治療」
菅谷 憲夫（けいゆう病院・小児科）
3：00～6：00PM
再生医療
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 岡野 栄之（生理学）
1 「造血系と血管の再生」
須田 年生（発生・分化生物学）
2 「心筋の再生」
福田 恵一（心臓病先進治療学）
3 「角膜の再生医療」
坪田 一男（東京歯大市川・眼科）
4 「幹細胞生物学と中枢神経系の再生」
岡野 栄之（生理学）
3：00～6：00PM
精神・神経科領域における最近の話題
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 鹿島 晴雄（精神・神経科）
1 「統合失調症治療とリハビリテーションの新しい流れ」
藤井 康男（山梨県立北病院 院長）
2 「最近のうつ・不安の治療」
渡邊 衡一郎（精神・神経科科）
生田 憲正（国立成育医療センター）
3 「高次脳機能障害」
三村 將（昭和大学）
3：00～6：00PM
消化器疾患の最近の話題
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 石井 裕正（消化器内科）
1「胃酸関連疾患（消化性潰瘍、ＧＥＲＤ等）の基礎と臨床」－最近の話題と問題点－
鈴木 秀和（消化器内科）
2「炎症性腸疾患の病態解明・治療法開発の最前線」
日比 紀文（包括先進医療センター長）
3「ウイルス性肝炎診療の現況」
齋藤 英胤（消化器内科）
4「肝細胞癌治療－最近の話題から」
若林 剛（一般・消化器外科）
3：00～6：00PM
循環器疾患の治療
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 四津 良平（心臓血管外科）
1「不整脈の治療」
三田村 秀雄（東京都済生会 副院長）
2「冠動脈形成術とdrug eluting stent」
朝倉 靖（呼吸・循環器内科）
3「後天性心疾患に対する外科治療の現況と展望」
申 範圭（東海大学医学部）
4「大動脈瘤手術の現況」
志水 秀行（心臓血管外科）
3：00～6：00PM
安全な医療を提供するために
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 吉村 泰典（産婦人科学）
1「チーム医療における事故の発生要因と対策」
嶋森 好子（京都大学医学部附属病院）
2「司法における患者の自己決定権」
宗像 雄（関谷法律事務所 弁護士）
3「最近の医療訴訟雑感」
貝阿彌 誠（東京地方裁判所 判事）
3：00～6：00PM
歯科疾患と全身とのかかわり合い
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 中川 種昭（歯科・口腔外科）
1「う蝕、歯周病と全身疾患」
中川 種昭（歯科・口腔外科）
2「口腔粘膜疾患治療の現況」
永井 哲夫（歯科・口腔外科）
3「口腔顔面領域の痛み」
和嶋 浩一（歯科・口腔外科）
4「抜歯と内科的疾患」
朝波 惣一郎（歯科・口腔外科）
3：00～6：00PM
リハビリテーション医学の新たな挑戦
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 里宇 明元（リハビリテーション）
1「統合的高密度リハビリテーションへの挑戦 the Full-time Integrated Treatment(FIT)program」
才藤 栄一（藤田保健衛生大学医学部）
2「中枢神経可塑性への挑戦－脳卒中リハビリテーション治療の新展開」
出江 紳一（東北大学大学院医学系研究科）
3「新たな領域への挑戦－悪性腫瘍（がん）のリハビリテーション」
辻 哲也（静岡県立静岡がんセンター部長）
救命救急のＡＢＣ

赤坂プリンスホテル

赤坂プリンスホテル

日本海運倶楽部

新高輪プリンスホテル

ホテルニューオータニ

日本海運倶楽部

赤坂プリンスホテル

明治記念館

海運クラブ

第77回
H17.10.22

呼吸器疾患治療の最前線
1「抗酸菌感染症の診断と治療」
2「慢性閉塞性肺疾患の治療法：ガイドラインの現状と将来の展望」
3「在宅医療としての酸素療法/非侵襲的換気療法」
4「肺癌の標準的治療から個別化治療まで」

第78回

皮膚は語る

H18.2.25

1「知って得する皮膚病変」
2「知っておきたい皮膚感染症」
3「どうなっている、アトピー性皮膚炎」
4「気になる脱毛症の最前線」

第79回

少子高齢化社会のＱＯＬ：周産期と思春期の心身の基礎作り

H18.6.24

1「母子の心身の響きあいを支える：ナラティブの視点から」
2「成人病胎児期発症説から次世代の健康を考える」
3「思春期の心身の発達課題：思春期やせ症から学ぶ」

第80 回

腫瘍マーカーの最近の話題

H18.10.28

1「腫瘍マーカー総論と消化器系、肺癌マーカー」
2「前立腺癌診療における血清マーカーの有用性―ＰＳＡを中心に―」
3「婦人科領域における腫瘍マーカー」

第81回

認知症の早期診断のトピックス

H19.2.10

1「神経内科からみた認知症のトピックス」
2「精神神経科からみた認知症のトピックス」
3「神経病理からみた認知症のトピックス」

第82回

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ医療の最先端

H19.6.30

1「ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの病態と早期介入の重要性」
2「小児の肥満とﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ」
3「ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ」

第83回

ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医学－科学と実践－

H19.10.27

1「ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ医学のｻｲｴﾝｽ」
2「ﾒﾀﾎﾞｴｲｼﾞﾝｸﾞ仮説」
3「いま、保険診療内で何ができるのか」

第84回

ここまできた日本の癌診療

H20.2.9

1「肺癌の画像診断 －早期診断とこれからの課題－」
2「胃癌 －個別的低侵襲・機能温存治療の最前線－」
3「前立腺癌 －1日で終わる放射線治療－」

第85回

血栓症をめぐる最近の話題

H20.6.21

1「血栓形成のメカニズム －血栓症診断・治療の理解の為に－」
2「深部静脈血栓症／肺塞栓症 －決して稀でない疾患－」
3「冠動脈疾患 －その病態と治療－」
4「脳梗塞 －その病態と治療－」

第86回

現代の渡航医学

H20.10.11

1「渡航医学と感染症対策」
2「海外長期滞在者の医学的問題」
3「航空機内の健康問題」

3：00～6：00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 石坂 彰敏（内科学）
長谷川 直樹（内科学）
仲村 秀俊（内科学）
小山田 吉孝（国立病院機構東京医療ｾﾝﾀｰ）
副島 研造（内科学）
3：00～6：00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 天谷 雅行（皮膚科学）
石河 晃（皮膚科学）
大畑 恵之（稲城市立病院皮膚科）
海老原 全（皮膚科学）
大山 学（皮膚科学）
3：00～6：00PM
都市ｾﾝﾀｰﾎﾃﾙ
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 高橋 孝雄（小児科学）
堀内 勁（聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学小児科学）
福岡 秀興（東京大学大学院医学系研究科発達医科学教室）
渡辺 久子（小児科学）
4：00～7：00PM
東京プリンスホテル
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 村田 満（中央臨床検査部）
菊池 春人（中央臨床検査部）
中島 淳（泌尿器科学）
青木 大輔（産婦人科学）
3：00～6:00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 鈴木 則宏（内科学）
山脇 健盛（名古屋市立大学医学部神経内科）
三村
將（昭和大学医学部精神神経科）
高尾 昌樹（法医学教室）
3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 伊藤 裕（内科学）
森 豊（国立病院機構宇都宮病院）
長谷川 奉延（小児科学教室）
白澤 卓二（東京都老人総合研究所）
4：00～7:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 坪田 一男（眼科学）
坪田 一男（眼科学）
伊藤
裕（内科学）
田中
孝（田中消化器科クリニック）
3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 久保 敦司（放射線科学）
甲田 英一（東邦大学医療センター大橋病院）
北川 雄光（外科学）
茂松 直之（放射線科学）
3：00～6:10PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 池田 康夫（内科学）
半田 誠（輸血・細胞療法部）
横山 健次（内科学）
河村 朗夫（内科学）
星野 晴彦（ノバルティス脳血管障害予防医学寄附講座）
3：00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 竹内 勤（熱帯医学・寄生虫学）
濱田 篤郎（海外勤務健康管理センター）
山澤 文裕（丸紅健康開発センター）
大越 裕文（JALUX）

第87回

ここまできた臓器移植と将来展望

H21.2.7

1「肝移植：知って得する基礎知識」
2「小児小腸移植の実際」
3「臓器移植の免疫寛容」

第88回

臨床応用を見据えた再生医学の最新の展開

H21.6.13

1「角膜疾患に対する再生医学」
2「脊髄損傷に対する再生医学」
3「心筋疾患に対する再生医学」

第89回

がん検診の最近のトピックス－消化器・肺・乳腺検診について－

H21.10.24

1「消化管がん検診のポイント」
2「超音波による肝胆膵のがん検診のポイント」
3「胸部Ｘ線写真およびＣＴによる肺がん検診のポイント」
4「マンモグラフィによる乳がん検診のポイント」

第90回

睡眠障害 －人生の3分の1を占める時間と疾病－

H22.2.13

1「睡眠時無呼吸症候群の診断」
2「睡眠時無呼吸症候群の治療」
3「ナルコレプシー －特にその病態について－」
4「不眠症の薬物治療」

第91回

高齢社会における漢方の役割

H22.7.31

1「老いと漢方（総合診療としての漢方の役割）」
2「整形外科領域の漢方の役割」
3「がん診療における漢方の役割」
4「泌尿器科領域での漢方の役割｣

第92回

どこまでできる？

H22.10.23

―がん低侵襲治療の最前線―

1「ここまでできる内視鏡治療 ～除菌療法も含めて～ 」
2「ここまでできる内視鏡下手術」
3「ここまでできる放射線治療」

第93回

免疫疾患治療の最前線

H23.2.26

1「激変期を迎えている炎症性腸疾患の治療の現状と将来」
2「関節リウマチ・膠原病」
3「乾癬治療の今」
4 パネルディスカッション
「我が国初となる慶應義塾大学病院免疫統括医療センターの概要」

第94回

スポーツ医学

H23.6.25

1「スポーツ医学って何だ」
2「スポーツ医学 内科的アプローチ」
3「スポーツ傷害における整形外科的アプローチ―膝関節を中心に―」

第95回

画像診断の最前線：画像で病態を診る

H23.10.8

1「肝の画像診断最前線」
2「冠動脈ＣＴによる虚血性心疾患の診断」
3「呼吸器疾患：肺癌と感染症の画像診断を中心に」
4「ＰＥＴ/ＣＴによるがん診断の最前線－早期発見から治療効果判定まで」

3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 森川 康英（外科学）
田辺 稔（外科学）
星野 健（外科学）
渕本 康史（外科学）
3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 福田 恵一（坂口光洋記念講座（再生医学））
榛村 重人（眼科学）
中村 雅也（整形外科学）
福田 恵一（坂口光洋記念講座（再生医学））
3：00～6:20PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 杉野 吉則（予防医療センター開設準備室）
入口 陽介（東京都多摩がん検診センター）
大熊
潔（放射線科学（診断））
杉浦 弘明（放射線科学（診断））
秋田あやの（放射線科学（診断））
3：00～6:20PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 齋藤 秀行（耳鼻咽喉科学）
浅野 浩一郎（慶應義塾大学医学部内科学）
齋藤 秀行（慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科学）
武井 茂樹（慶應義塾大学病院中央臨床検査部）
冨田 真幸（慶應義塾大学医学部精神神経科学）
3：00～6:20PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 渡辺 賢治（漢方医学センター）
福澤 素子（慶應義塾大学医学部漢方医学センター）
田島 康介（大田原赤十字病院リハビリテーション科）
今津 嘉宏（慶應義塾大学医学部漢方医学センター）
小川 由英（東京西徳洲会病院泌尿器科）
3：00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 北川 雄光 (外科学)
今枝 博之（慶應義塾大学医学部 内視鏡センター）
竹内 裕也（慶應義塾大学医学部外科学）
大橋 俊夫（慶應義塾大学医学部放射線科学）
東京會舘
3：00～6:00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 竹内 勤（内科学）
金井 隆典（慶應義塾大学医学部内科学）
竹内 勤（慶應義塾大学医学部内科学）
高江 雄二郎（慶應義塾大学医学部皮膚科学）
天谷 雅行（慶應義塾大学医学部皮膚科学）
亀田 秀人（慶應義塾大学医学部内科学）
松岡 克善（慶應義塾大学医学部内科学）
3：00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 松本 秀男（スポーツ医学総合センター）
松本 秀男（慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター）
石田 浩之（慶應義塾大学スポーツ医学研究センター）
二木 康夫（慶應義塾大学医学部整形外科学）
ハイアットリージェンシー東京
3：00～6:00PM
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 栗林 幸夫（放射線科学（診断））
谷本 伸弘（慶應義塾大学医学部放射線科学（診断））
栗林 幸夫（慶應義塾大学医学部放射線科学（診断））
杉浦 弘明（慶應義塾大学医学部放射線科学（診断））
村上 康二（慶應義塾大学医学部放射線科学（診断））

第96回

これからの感染症診療を考える

H24.2.25

1「多剤耐性菌とその対策」
2「HIV感染症診療のこれから」
3「インフルエンザ対策、ワクチンと抗ウイルス薬」
4「我が国における予防接種戦略のこれから」

第97回

消化管癌の疫学と最新の内視鏡診療

H24.6.9

1「消化管がんの疫学と予防」
2「早期消化管癌の内視鏡診断」
3「消化管癌の内視鏡治療」
4「適応拡大を目指した新しい内視鏡治療」

第98回

運動器疾患に対する外科的治療

H24.10.13

第99回
H25.2.23

第100回
H25.6.8

第101回
H25.10.26

第102回
H26.2.8

―動ける体を取り戻す―

1「上肢疾患に対する外科的治療」
2「下肢疾患に対する外科的治療」
3「脊椎脊髄疾患に対する外科的治療」
乳がんの診断と治療
－正しく知る－
1「消化管がんの疫学と予防」
2「早期消化管癌の内視鏡診断」
3「消化管癌の内視鏡治療」
小児の外科

up-to-date

1「胎児治療から成育医療へ；小児外科の展開」
2「小児泌尿器科の挑戦」
3「近年の小児形成外科のトピックス」
4「周産期・成育クラスター構想と新しい医療への期待」
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
－潜んでいる肺の生活習慣病－
1「日常診療の中でのCOPD」
2「COPDの併存症」
3「COPDの最新の治療」
心臓血管外科における低侵襲治療の最前線
1「心臓血管外科領域における低侵襲治療の現状」
2「大動脈瘤に対するステントグラフト治療」
3「小切開僧帽弁手術の現状と将来展望」
4「経カテーテル大動脈弁留置術の本邦における展開」

第103回

慶應義塾のiPS細胞研究の成果

H26.7.12

1「iPS細胞技術の基本概念と再生医療および疾患研究への応用」
2「脊髄再生医療の確立に向けて」
3「iPS細胞技術を用いた角膜疾患の再生医療」
4「iPS細胞技術を用いた循環器系の疾患研究と再生医療」

第104回

高齢者のコホート研究-前期高齢者・超高齢者・百寿者調査の紹介-

H26.10.11

1「地域在住高齢者の健康～運動器、感覚器機能の視点から～」
特別発言「地域在住高齢者にみるソーシャルキャピタルと健康」
2「人生90年時代の生活習慣病対策：85歳高齢者研究から見えてくるもの」
3「百寿者から超百寿者調査へ－健康長寿のモデルを求めて－」

3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 岩田
敏（感染制御センター））
長谷川 直樹（慶應義塾大学医学部感染制御センター）
味澤
篤（がん・感染症センター都立駒込病院感染症科）
菅谷 憲夫（けいゆう病院小児科）
中山 哲夫（北里大学北里生命科学研究所ウイルス感染制御Ⅰ）
3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 矢作 直久（腫瘍センター））
津金 昌一郎（国立がん研究センターがん予防・検診研究センター）
浦岡 俊夫（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）
矢作 直久（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）
中山 哲夫（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）
3:00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 松本 守雄（整形外科学）
松村
昇（整形外科学）
須田 康文（整形外科学）
松本 守雄（整形外科学）
3：00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 神野 浩光（一般・消化器外科）
津金 昌一郎（国立がん研究センターがん予防・検診研究センター）
浦岡 俊夫（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）
矢作 直久（慶應義塾大学医学部腫瘍センター）
3:00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 黒田 達夫（小児外科）
黒田 達夫（小児外科）
浅沼
宏（泌尿器科学）
貴志 和生（形成外科学）
高橋 孝雄（小児科学）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 別役 智子（呼吸器内科）
高橋 左枝子（予防医療センター）
福永 興壱（呼吸器内科）
別役 智子（呼吸器内科）
3:00～6:00PM
東京會舘
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 四津 良平（心臓血管外科）
工藤 樹彦（心臓血管外科）
志水 秀行（心臓血管外科）
岡本 一真（心臓血管外科）
林田 健太郎（循環器内科）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 岡野 栄之（生理学）
岡野 栄之（生理学）
中村 雅也（整形外科）
榛村 重人（眼科）
湯浅 慎介（循環器内科）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 広瀬 信義（百寿総合研究センター）
道川 武紘（独立行政法人国立環境研究所 環境健康研究センター）
武林
亨（衛生学公衆衛生学）
新井 康通（百寿総合研究センター）
広瀬 信義（百寿総合研究センター）

第105回

認知症患者400万人超時代－認知症診療の現状と展望－

H27.2.14

1「認知症の診療－精神・神経科の立場から－」
2「アルツハイマー病の治療戦略－神経内科の立場から－」
3「幻を見る認知症－レビー小体型認知症について－」
4「認知症と社会－司法における認知症について－」

第106回

肺がんにならない、肺がんを見つける、肺がんを治す：肺がん治療の最前線

H27.7.11

1「肺がん画像診断の基礎と現代の肺がん根治手術の実際」
2「進化する肺がん薬物療法の現状とこれから」
3「最新の放射線治療と肺がん」

第107回

医食同源－糖尿病の「食」を考える－

H27.10.10

1「糖尿病の食事療法はどうあるべきか」
2「糖尿病食事療法の過去と未来～患者中心の多様な食事法への展望と課題」
3「糖尿病医療と地域ネットワーク～食事療法をどう患者に伝えるか」
3「糖尿病医療と地域ネットワーク～食事療法をどう患者に伝えるか」

第108回

がん治療における放射線照射の進歩：からだにやさしい粒子線治療

H28.2.27

1「粒子線治療の総論」
2「染色体損傷からみた粒子線生物学」
3「陽子線治療の現状と今後について」
4「重粒子線がん治療の20年ー成果と展望」

第109回

心臓突然死の現状、治療、予防について

H28.6.18

1「日本における心臓突然死の実態と救命へのアプローチ」
2「遺伝性不整脈に伴う突然死」
3「急性冠症候群による心停止症例の治療の実際」
4「心臓突然死蘇生例に対する非薬物的治療」

夏季特別セミナー
H28.8.27

第110回
H28.10.8

第111回

眼疾患治療アップデート：失明しない、快適に見るサイエンス！！
1「失明率第一位 緑内障アップデート」
2「糖尿病網膜症治療の現状と今後について」
3「急増するドライアイとその対策」
4「目の老化とアンチエイジング医学」
グローバル化・ボーダレス化時代の感染症を考える
1「グローバル・ヘルスの課題としての感染症を考える3つの視点」
2「呼吸器感染症における病原微生物の薬剤耐性化とその対策」
3「結核と非結核性抗酸菌症ー世界の中で日本は？－」
4「グローバル化・ボーダレス化時代における予防接種戦略」
睡眠障害について
1「簡単な睡眠障害の診かた・治し方から最先端の睡眠研究まで」

H29.2.25
2「睡眠時無呼吸症候群の診断と治療」
3「レム睡眠行動障害とレビー小体病：認知症予防に向けて」

第112回

「腸内細菌と疾患」

H29.6.10

1「腸内細菌叢と共生関係を築く治療戦略」
2「腸内細菌から紐解く肝疾患の病態」
3「腸内細菌と糖尿病・肥満症・慢性腎臓病」

3:00～6:00PM
如水会館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 鈴木 則宏（神経内科）
田渕
肇（精神・神経科）
伊東 大介（神経内科）
野川
茂（東海大学医学部神経内科）
村松 太郎（精神・神経科）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 淺村 尚生（呼吸器外科）
淺村 尚生（呼吸器外科）
副島 研造（臨床研究推進センター）
関
智史（放射線治療科）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 村田
満（臨床検査医学）
島田
朗（呼吸器外科東京都済生会中央病院糖尿病内分泌内科部長）
山田
悟（北里大学北里研究所病院 糖尿病センター長）
山田
悟（北里大学北里研究所病院 糖尿病センター長）
宮川 高一（医療法人社団ユスタヴィア理事長 クリニックみらい国立院長）
3:00～6:00PM
経団連会館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 茂松 直之（放射線科学（治療））
茂松 直之（放射線科学（治療））
川田 哲也（放射線科学（治療））
櫻井 英幸（筑波大学医学医療系放射線腫瘍学）
鎌田 正（国立研究開発法人放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター）
3:00～6:00PM
明治記念館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 福田 恵一（内科学（循環器））
三田村 秀雄（国家公務員共済組合連合会 立川病院）
相澤 義泰（不整脈先端治療学寄附講座）
前川 裕一郎（内科学（循環器））
高月 誠司（内科学（循環器））
3:00～6:00PM
ホテル椿山荘東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 坪田 一男（眼科学）
相原
一（東京大学医学部眼科学）
野田 航介（北海道大学大学院医学研究科眼科学分野）
山田 昌和（杏林大学医学部眼科学）
坪田 一男（眼科学）
3:00～6:00PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 岩田 敏（感染症学）
中谷 比呂樹（グローバルセキュリティ研究所）
諸角 美由紀（感染症学）
長谷川 直樹（感染制御センター）
中山 哲夫（北里大学北里生命科学研究所）
3：00～6:20PM
経団連会館
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 三村
将（精神・神経科学）
遠藤 拓郎（スリープクリニック調布 院長/
慶應義塾大学医学部精神・神経科学講師（非常勤））
福永 興壱（内科学（呼吸器）専任講師）
藤城 弘樹（名古屋大学大学院医学系研究科睡眠医学寄附講座講師）
3：00～6:20PM
ハイアットリージェンシー東京
ﾓﾃﾞﾚｰﾀｰ 金井 隆典（内科学（消化器））
水野 慎太（内科学（消化器））
中本 伸宏（内科学（消化器））
入江 潤一郎（内科学（腎臓・内分泌・代謝）

