
募集終了／開催終了したセミナー一覧	

【千葉大 GM カンファレンス 2017 みんなのイイネ！が色になる〜感情共有型 GM カンファレンス

〜】 

●会場【 東京国際フォーラム G 棟（ガラス棟） 4 階 409 会議室 】 

●日時【 2017 年 6 月 24 日（土）14 時 00 分（13 時 30 分より受付開始）】 

〈申込締切日： 先着８０名 〉 

●テーマ【 患者再現 VTR を作成するとともにモバイル通信機器を用いた全員参加型のカンファ

レンス 】 

●参加対象【 総合診療に興味のある医学部および医療系学部の学生、臨床研修医、専攻医

（後期研修医）以上の医師、および医療従事者 】 

●参加費【 無料 】 

●問い合わせ先【千葉大 GM カンファレンス 2017 事務局 E-mail: chibagmconf@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 申し込みフォーム URL: 

https://goo.gl/forms/zmG3N7b50Lu1OUqB3 】 

 

 

【第 6 回国際家庭医療フォーラム in 三重】 

●会場【三重大学医学部 総合医学研究棟２階 臨床第２講義室】 

●日時【4 月 16 日（日）11 時 00 分〜16 時】 

●テーマ【『Inner consultation』の著者で、英国家庭医学会（Royal College of General Practitioner）

元会長の Roger Neighbour 先生をお招きしご講演いただきます。2014 年 2 月に引き続き三重大

学では 2 度目のご講演となります。家庭医療、総合診療、地域基盤型医学教育、アクティブリサ

ーチ、英国医療に関心のある方は、どなたでも聴講いただけます。 

＊本会に参加された方には 

「日本プライマリ・ケア連合学会専門医、認定医更新のための単位（5 単位）」、 

「日本プライマリ・ケア連合学会認定薬剤師の認定単位（4 単位）」が付与予定です（申請中） 

（※通訳は予定しておりませんのでご注意ください。※昼食は各自でご持参ください。】 

●参加対象【医師、多職種医療・介護従事者、かかりつけ薬剤師、研修医、多職種含めた学生、

その他希望者】 

●参加費【無料】 

●申込【事前に、申込フォーム https://goo.gl/forms/yR0hkYhuAWgLJblh2 よりご登録ください】 

●問い合わせ先【三重大学医学部家庭医療学/総合診療科 TEL：059-231-5290   

E-mail： fcm2@clin.medic.mie-u.ac.jp】 

 

 

【 JAMEP 総合診療スキルアップセミナー（2017−2018） 】 

●会場【 AP 浜松町（東京都港区芝公園 2-4-1 ダヴィンチ芝パーク B 館地下 1F） 】 

●日時【 年 10 回開催（開催日時及びプログラム・講師の詳細はこちら： 

http://jamep.or.jp/pdf/2017-2018_seminarprogram.pdf） 】 



〈申込締切日：2017 年 4 月 21 日〉 

  

（第 1 回）2017 年 4 月 23 日（日）9:00〜17:00 

野口 善令 先生（名古屋第二赤十字病院 副院長） 

谷口 洋貴 先生（洛和会音羽リハビリテーション病院 在宅医療支援センター長） 

若林 禎正 先生（諏訪中央病院 循環器科医長） 

  

（第 2 回）2017 年 5 月 28 日（日）9:00〜17:00 

和座 一弘 先生（わざクリニック院長） 

伊藤 雄二 先生（東京ベイ・浦安市川医療センター / JADECOM 総合診療産婦人科養成センタ

ー長） 

塚本 克彦 先生（山梨県立中央病院 皮膚科 / 医療安全管理室統括部長） 

  

（第 3 回）2017 年 6 月 25 日（日）9:00〜17:00 

志水 太郎 先生（獨協医科大学 総合診療部長） 

大場 雄一郎 先生（大阪府立急性期・総合医療センター 総合内科部長） 

則末 康博 先生（東京ベイ・浦安市川医療センター 救急集中治療科部長 / 呼吸器内科部長） 

  

（第 4 回）2017 年 7 月 23 日（日）9:00〜17:00 

白石 吉彦 先生（隠岐島前病院 院長） 

柴田 洋孝 先生（大分大学 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学教授） 

森田 明夫 先生（日本医科大学 脳神経外科学 大学院教授 / 脳神経外科部長） 

  

（第 5 回）2017 年 9 月 24 日（日）9:00〜17:00 

上田 剛士 先生（洛和会丸太町病院 救急・総合診療科 副部長） 

喜舎場 朝雄 先生（沖縄県立中部病院 呼吸器内科部長） 

境野 高資 先生（聖マリアンナ医科大学 横浜西部病院 救命救急センター） 

  

（第 6 回）2017 年 10 月 22 日（日）9:00〜17:00 

Joel Branch 先生（湘南鎌倉総合病院 シミュレーションセンター長） 

with 徳田 安春 先生（JCHO 本部顧問 / 群星沖縄臨床研修センター長） 

水野 篤 先生（聖路加国際病院 心血管センター 循環器内科） 

斎藤 裕之 先生（山口大学医学部附属病院 総合診療部 准教授） 

  

（第 7 回）2017 年 11 月 26 日（日）9:00〜17:00 

徳田 安春 先生（JCHO 本部顧問 / 群星沖縄臨床研修センター長） 

國松 淳和 先生（国立国際医療研究センター病院 総合診療科） 

矢吹 拓 先生（栃木医療センター 内科医長） 

  

（第 8 回）2018 年 1 月 28 日（日）9:00〜17:00 



福岡 敏雄 先生（倉敷中央病院 救命救急センター長） 

本郷 偉元 先生（武蔵野赤十字病院 感染症科 副部長） 

野々垣 浩二 先生（大同病院 副院長 / 消化器内科 主任部長） 

  

（第 9 回）2018 年 2 月 25 日（日）9:00〜17:00 

植西 憲達 先生（藤田保健衛生大学 救急総合内科 教授） 

片岡 仁美 先生（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 / 総合診療科） 

後藤 淳 先生（済生会横浜東部病院 神経内科部長） 

  

（第 10 回）2018 年 3 月 25 日（日）9:00〜17:00 

山中 克郎 先生（諏訪中央病院 院長補佐） 

大前 晋 先生（虎の門病院 精神科部長） 

志賀 隆 先生（東京ベイ・浦安市川医療センター センター長補佐 / 救急集中治療科部長）… 

他 

  

●テーマ【 「JAMEP 総合診療スキルアップセミナー」は、第一線で活躍する選りすぐりの講師陣

が症例をベースにカンファレンスと講義を行う、Problem-Based Learning (PBL)・ Team-Based 

Learning (TBL) 形式の実践的なセミナーです。 

プログラムの詳細はこちら：http://jamep.or.jp/pdf/2017-2018_seminarprogram.pdf 】 

●参加対象【 医師 】 

●参加費【 年間参加費（税別）：300,000 円 ※初期研修医または医療機関での参加をご希望の

方は、JAMEP 事務局までお問い合わせください。 】 

●問い合わせ先【 特定非営利活動法人 日本医療教育プログラム推進機構（JAMEP）事務局 

TEL：03-6431-8191 FAX：03-6431-8241 

MAIL：info@jamep.or.jp  http://jamep.or.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://jamep.or.jp/seminar/ 】 

 

  

【The 2nd International General Medicine Festival】 

●会場【東京ベイ・浦安市川医療センター】 

●日時【2017 年 5 月 20 日（土）13：00-18：00 その後懇親会 

       5 月 21 日（日）7：00-13：00 】 

●テーマ【昨年大好評であった、International General Medicine Festival を今年も開催する運びと

なりました。 

2017 年 5 月 20 日-21 日 The 2nd International General Medicine Festival 開催致します！ 

聖マリアンナ医科大学教授・藤谷茂樹、日本の救急救命 ER の先駆者である福井大学総合診療

部・林寛之、ブリティッシュコロンビア大学小児科教授・R. Goldman が中心となり、国際水準の総

合診療を志す若手医師の熱い要望に応えます！ 超豪華講師陣とともに忘れられない週末のば

か騒ぎをしましょう！！】 

●参加対象【120 名（先着順）ジェネラルな診療能力を向上させたい医師 



    主な参加者を初期研修医、後期研修医以上と想定していますが、医学生も受講可能で

す。】 

●参加費【17,000 円（早割） 

     20,000 円（2017 年 4 月 28 日以降） 

   ※懇親会を初日の夜予定しています。参加費別途になります。】 

●問い合わせ先【IGMF 事務局（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

   TEL : 047-351-3101(内線 6916) FAX : 047-352-6237 

   Email  igmf2017@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【案内パンフレット】 

●申込みサイト【http://peatix.com/event/221056/view】 

 

 

【 第 5 回ホスピタリストカフェ 】 

●会場【 明石医療センター 南館 6 階 会議室 】 

●日時【 平成 29 年 3 月 18 日（土） 】 

〈申込締切日：募集人数に達した時点で締め切ります〉 

●テーマ【 エビデンスに基づいたレクチャー、症例シミュレーション、景品付脱出ゲーム 】 

●参加対象【 医学部 5 年生 】 

●参加費【 無料 】 

●問い合わせ先【 メールアドレス：syomu-rinsyokensyu@amc1.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2017_01.pdf 】 

 

 

【Point of Care Ultrasound for the Hospitalist】 

第 14 回日本病院総合診療医学会学術総会・JHospitalist Network 共催ワークショップ●会場【岡

山大学 鹿田キャンパス 基礎医学講義実習棟１階】 

●日時【2017 年 3 月 4 日（土） 8:30〜17:00】 

〈申込締切日：2017 年 2 月 20 日まで（定員になり次第締切）〉 

●テーマ 

日常診療で明日から役立つ！ 初心者のための超音波検査「世界標準」トレーニングコース 

Amazon でベストセラー『Point of Care Ultrasound』の著者 Nilam J Soni 氏と ACCP 超音波コー

スの認定委員である南太郎氏を招聘！（※日本語のコースです。一部英語のレクチャーは通訳

あり） 

＜Point of Care Ultrasound とは…＞ 

欧米で広まってきている「身体診療の延長」としての超音波検査法で、評価項目を限定し、簡単

な手順でベッドサイドで行える点が特徴です。初心者でも日常診療にすぐ生かせる超音波スキル

の習得を目的とし、救急・集中治療・入院診療など様々な場面で導入されています。 

＜本コースの習得項目＞ 

・ポイントを絞った心エコー 

・ショック時のエコーを用いた鑑別・評価法・IVC 測定の意義 



・肺エコー 

・横隔膜エコー 

・血管エコー 

・腹部エコーの基礎 

●参加対象【60 名 医師、医学生（5 年生以上） ※超音波検査の初心者や未体験者を対象とし

たコースです】 

●参加費【25,000 円】 

※本コースの参加者は、この参加申込みにより、第 14 回日本病院総合診療医学会学術総会

（3/3〜3/4）の総会参加費用が無料になります。 

●共催【第 14 回日本病院総合診療医学会学術総会ホームページ】 

●問い合わせ先【JHospitalist Network 事務局 info@hospitalist.jp 】 

●詳細案内【案内パンフレット（pdf）】 

●インストラクター名簿【名簿リスト】 

●募集受付ページ【申込受付ページはコチラです。

https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000000935246753&EventCode=P67923

2456】 

 

 

【第５回 JHN セミナー】 

●会場【JR 博多シティ 10 階 大会議室】 

●日時【2017 年 2 月 18 日（土）12：30 〜 19：00 】 

〈申込締切日：2017 年 2 月 6 日（月）まで（定員になり次第締切）〉 

●テーマ【総合内科医のための、画像パターンから迫る急性呼吸器疾患】日常診療において胸

部写真や胸部 CT 画像を前に戸惑うことはありませんか？ 

コンソリデーション、すりガラス状陰影、結節影・粒状影といった代表的な画像パターンからどの

ように診断推論を行うか、急性呼吸器疾患を対象に専門家の思考過程を紐解きます。 

招聘講演には研修医指導にも定評のある沖縄県立中部病院呼吸器内科部長の喜舎場朝雄先

生をお招きしております。レクチャーとその後に続くケーススタディでは臨床の第一線で活躍して

いる講師の先生方をお呼びし専門家から総合医への“お持ち帰り”を多数用意しております。皆

さま多数の参加をお待ちしております。 

JHN セミナーは “機関紙 Hospitalist”の編集員で clinical educator として活躍中の指導医の先生

方が運営に関わります。今回米国でのトレーニングを経て日本で活躍されている平岡栄治先生、

八重樫牧人先生、文献ソムリエとしてその名を馳せている清田雅智先生が参加します。 

明日の臨床に活きる学びの機会となるよう準備して参ります。皆さま多数の参加をお待ちしてお

ります。 

※週末開催のため、宿泊を予定している方は、早めに宿泊先確保をお願いいたします。 

▼ 招聘講師 

喜舎場朝雄（沖縄県立中部病院 呼吸器内科） 

日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医 米国胸部疾患学会フェロー 

▼ 講師 



平岡栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 内科） 

JHN 代表世話人 米国内科専門医 

清田雅智（飯塚病院 総合診療科） 

JHN 世話人 “文献ソムリエ” 

八重樫牧人（亀田総合病院  総合内科） 

JHN 代表世話人 米国内科専門医 米国呼吸器内科専門医 米国集中治療専門医 

飛野和則（飯塚病院 呼吸器内科） 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

宮嶋宏之（飯塚病院 呼吸器内科） 

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

靏野広介（飯塚病院 呼吸器内科）  

日本呼吸器学会呼吸器専門医 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医：定員 100 名】 

●参加費【5,000 円 （懇親会費別途 4,000 円）】 

※週末開催のため、宿泊を予定している方は、早めに宿泊先確保をお願いいたします。 

●問い合わせ先【第 5 回 JHN セミナー事務局：info@hospitalist.jp】 

●詳細案内【案内パンフレット（pdf）】 

●募集受付ページ【申込受付ページはコチラです 

https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000000935246753&EventCode=P10347

0567】 

 

  

【第 2 回九州心不全緩和ケア深論プロジェクト】 

●会場【久留米大学病院本館第 1,2 会議室】 

●日時【2017 年 2 月 11 日（土・祝）13:00-受付開始 13:30-開演】 

●テーマ【心不全の緩和ケア勉強会】＜プログラム＞ 

13:30-13:40 オープニングリマークス 

岸拓弥（九州大学循環器病未来医療研究センター） 

13:40-14:00 導入レクチャー「深論プロジェクトの展望と心不全緩和ケア概論」 

柴田龍宏(久留米大学心臓・血管内科) 

14:00-15:00 症例検討①・グループディスカッション 

「補助循環装置が外せない症例をどう看取るか？」 座長：柏木秀行（飯塚病院緩和ケア科）、 

演者：柴田龍宏（久留米大学心臓・血管内科） 

15:00-15:10 休憩 

15:10-16:10 症例検討②・グループディスカッション 

「在宅医療の導入により心不全緩和ケアの質を高めた一例」 

座長：柴田龍宏（久留米大学心臓・血管内科）、 

演者：大森崇史（飯塚病院循環器内科）工藤仁隆（飯塚病院総合診療科） 

16:10-16:20 休憩 

16:20-17:20 特別講演「Stage D Heart Failure-今必要とされること-」 



座長：岸拓弥（九州大学循環器病未来医療研究センター）、 

演者：弓野大先生（ゆみのハートクリニック） 

17:20-17:30 クロージングリマークス 

赤須晃治(久留米大学心臓血管外科 講師/医局長) 

●参加対象【参加職種、専門科は問いません】 

●参加費【無料、事前申し込み不要】 

※当日は久留米大学病院駐車券発行予定です 

※懇親会 18:30- （どなたでも気軽にご参加ください。送迎バスが出る予定です） 

●問い合わせ先【久留米大学医学部内科学講座 心臓・血管内科部門 柴田龍宏 

shibata_tatsuhiro@med.kurume-u.ac.jp 】 

 

 

【病院総合医育成セミナー】 

●会場【JCHO 本部 研修棟（東京：品川駅徒歩 5 分】 

●日時【2017 年 2 月 18 日（土）〜19 日（日） 

18 日 14:55〜18:30 

19 日 9:30〜16:00 】 

〈申込締切日：2017 年 1 月 20 日（金）正午まで〉 

●テーマ 

①「問診とフィジカル」 

ここでしか見れない！！徳田安春先生と山中克郎先生のコラボ 

②「ホスピタリストのあり方とその必要なスキル」 

リアルホスピタリスト石山貴章先生と一緒にホスピタリストのあり方について考えます 

③「病院でコンプレックスケースに出会ったら」 

家庭医療専門医で元腎臓内科医の孫 大輔と病院で家庭医療をどう実践するか考えます 

④「症例から学ぶ感染症 <http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B4%B6%C0%F7%BE%C9>流儀」 

プラチナマニュアルで有名な岡 秀昭の感染症特講です。 

⑤懇親会（懇親会費別途） 

徳田先生、石山先生、孫先生、岡先生も参加されます。１流の先生方と話せるまたとない機会で

す。 

●参加対象【病院総合医に興味のある若手医師】 

●参加費【3,000 円（19 日昼食込：1 日だけの参加も同額） 

定員 80 名（先着順）】 

●問い合わせ先【主催：地域医療機能推進学会 http://www.jchs.or.jp/ 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.jchs.or.jp/gs-home/】 

 

 

【第 35 回北九州レジデンツセミナー】 

●会場【飯塚病院 エネルギー棟 6 階 大会議室】 

●日時【2016 年 11 月 19 日(土)】 



〈申込締切日：事前申し込み不要〉 

●テーマ【症例検討、レクチャー】 

●参加対象【初期研修医〜後期研修医】 

●参加費【500 円】 

問い合わせ先【パンフレット PDF はこちらをクリックしてください。】 

●詳細情報 

【北九州レジデンツセミナー（清田カンファレンス）は、北九州・北部福岡の初期研修医・レジデン

ト・指導医を対象とする領域クロスオーバー、病院クロスオーバーの総合診療セミナーです。麻生

飯塚病院総合診療科の清田雅智先生をはじめ多彩な指導医が集い、２００７年以来 34 回を積み

重ねてきました。「系統的レクチャー＋ケースカンファレンス」の形式で年４〜６回開催しています。

Facebook ページ「北九州レジデンツセミナー」もご参照ください。】 

 

 

【第２回東海大学病院家庭医療ワークショップ〜日本の総合診療医・家庭医〜】 

●会場【東海大学医学部（伊勢原キャンパス）医学部１号館地下 画像カンファレンスルーム３ 

（小田急小田原線 伊勢原駅より徒 15 分/またはバス 10 分） 

 http://www.med.u-tokai.ac.jp/web/access.html 】 

●日時【2016 年 11 月 19 日(土) 14:00-18:20】 

●テーマ【今年の 3 月 13 日に開催された第１回総合診療・家庭医療についての WS が好評であ

り、第 2 回目の開催となりました。楽しく・わかりやすくをモットーに、総合診療・家庭医療を１から

知ることができるワークショップセミナーです。今回は、家庭医療の分野のトップランナーのお一

人でもある亀田ファミリークリニック館山 岡田唯男院長先生にご講演いただきます。】 

●参加対象【医学生、研修医等】 

●参加費【無料】 

●主催【東海大学医学部医学振興会】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【申込み・お問合せ先：http://kokucheese.com/event/index/433923/】 

 

 

【第 4 回 JHN セミナー】 

日米 Hospital medicine Joint symposium The 4th JHospitalist Network seminar 

●会場【東京ベイ浦安市川医療センター２階講堂】 

●日時【2016 年 10 月 1 日（土）13:00〜18:30（19:00〜懇親会）】 

〈申込締切日：9 月 20 日予定（定員になり次第締切）〉 

●テーマ【日米のホスピタリストによるジョイントシンポジウム。日米のホスピタリストの現状報告

やその課題と展望。日本版ホスピタリストのさらなる発展を目指すセミナー】 

●参加対象【初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【10,000 円（定員 70 名）（懇親会費別途 4,000 円）】 

●問い合わせ先【JHospitalist Network 事務局】 

●詳細情報【パンフレット pdf】 



●申込受付リンク先 URL【http://peatix.com/event/180008】 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

＜講師・シンポジスト・通訳・ファシリテーター一覧（敬称略、五十音順）＞ 

Dr. James S Newman, MD. 

  (Assistant professor of history of medicine, 

  Mayo Clinic, department of Hospital internal medicine.) 

Dr. David J. Rosenman 

  (Mayo Clinic, department of Hospital internal medicine.) 

Dr. Kristin S. Vickers Douglas (Mayo Clinic, department of 

     Family medicine, department of Psychiatry and Psychology) 

石山貴章（新潟大学地域医療教育センター 総合診療科） 

五十野博基（筑波大学附属病院 総合診療グループ） 

宇井睦人（川崎市立井田病院 総合診療科/緩和ケア内科） 

江原淳（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・呼吸器内科） 

北村浩一（練馬光が丘病院 総合診療科） 

清田雅智（飯塚病院  総合診療科）  

反田篤志（Mayo Clinic, department of Hospital internal medicine） 

野木真将（Queen’s Medical Center Hospitalist (Honolulu, HI)） 

平岡栄治（東京ベイ・浦安市川医療センター 内科） 

八重樫牧人（亀田総合病院  総合内科） 

山田徹（東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・消化器内科） 

吉野俊平（飯塚病院  総合診療科） 

 

【プログラム（予定）】 

英語のレクチャーには通訳が付きます（質問は日本語でお受けします） 

・招待講演「Hospital Medicine in America」 

 講師：Dr. James S Newman, MD. 

 座長・通訳：平岡栄治 

・シンポジウム「日本のホスピタリストの現状・課題と展望」 

 シンポジスト：清田雅智、五十野博基、石山貴章、Dr. James S Newman 

 司会：山田徹  通訳：平岡栄治 

 

以下レクチャーは、「２会場」に分かれて行われます。 

（申込時にご希望のコースを選択してください。先着順です。コース定員を超えた場合は別コース

受講になる場合があります。ご了承ください） 

・レクチャー［1］ 

 1－1「ホスピタリストのための“医療の質改善”〜よりよいケアを目指すために〜 

  “Quality Improvement for Hospitalists: Making Healthcare Better”」 

  講師：Dr. David J. Rosenman 通訳：反田篤志 ファシリテーター：江原淳 

 1－2「アメリカのチーフレジデントは何をしているのか？教育者の立場から」 



  講師：野木真将 ファシリテーター：吉野俊平 

・レクチャー［2］ 

 2－1「Hospital Medicine Education and Research」  

  講師：Dr. Kristin S. Vickers Douglas/Dr. James S Newman  

  通訳：八重樫牧人 ファシリテーター：五十野博基 

 2－2「「Hospitalist 育成の仕方 －米国での経験から－」 

  講師：石山貴章 ファシリテーター：山田徹 

・レクチャー［3］ 

 3－1「ホスピタリストとしてのキャリアと次の一手 

  “Career Paths for Hospitalists: Next Steps toward the Future”」  

  講師：反田篤志 ファシリテーター：宇井睦人 

 3－2「I-PASS で夜の病棟を死守せよ！〜事故を防ぐ標準化された申し送りとは？〜」 

  講師：野木真将 ファシリテーター：北村浩一 

 

 

【 第 4 回ホスピタリストカフェ 】 

●会場【 明石医療センター 南館 6 階 会議室 】 

●日時【 平成 28 年 9 月 25 日（日）14:00〜17:00 】 

〈申込締切日：募集人数に達した時点で締め切ります〉 

●テーマ【 エビデンスに基づいたレクチャー、症例シミュレーション、景品付クイズ大会 】 

●参加対象【 医学部 5 年生 】 

●参加費【 無料 】 

●問い合わせ先【 メールアドレス：syomu-rinsyokensyu@amc1.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2016_03.pdf 】 

 

 

【ねりまつり 2016】 

●会場【練馬光が丘病院 地下 1 階 大会議室】 

●日時【2016 年 9 月 4 日(日) 9:20-16:45】 

〈申込締切日：定員30名。メールで参加募集をし、定員を満たした時点で募集終了。(応募多数の

場合、抽選となる場合があります。）〉 

●テーマ【当院では総合診療科として病棟管理や外来診療に関するベッドサイド教育、カンファレ

ンスを行っています。その中の一部を改変して若手医師を対象とした明日から使える知識、技術

に関するワークショップ、講演会を行います。】 

●参加対象【若手医師】 

●参加費【3000 円 事前振り込みとなります。】 

●問い合わせ先【氏名、所属、卒後年数、希望する Workshop(第 1 希望〜第 3 希望)を記載し、練

馬光が丘病院 総合診療科 本橋健史 nerimatsuri@gmail.com まで御連絡下さい。】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【当院の取り組みに関しては facebook で日々配信中です。 

 https://www.facebook.com/Hikari.GIM 】 



 

 

【第 46 回 IDATEN ケースカンファレンス】 

●会場【富士ソフトアキバプラザ 5F アキバホール】 

●日時【2016 年 9 月 3 日（土） 13:30〜（13:00 開場）】 

●テーマ【AMR（薬剤耐性）】 

 ＜特別講演＞ 

『感染症から未来を守る 〜AMR（薬剤耐性）の現在とこれから〜』 具 芳明先生（東北大学病

院総合感染症科講師） 

 参加に事前登録などは必要ありませんので、お気軽にお声かけのうえいらしてください。 

 また感染症は医師以外の多職種の方のお力がかかせません。 

 とくに AMR にでは薬剤師さんのお力が必要です。 AMR に関わる医師以外の方も遠慮せずに

ご参加ください。 

●参加対象【医学生・医師・薬剤師・看護師・検査技師】 

●参加費【１０００円】 

●問い合わせ先【IDATEN 世話人 岸田直樹 kiccy1975@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.theidaten.jp/data/case/cc46_20160903.pdf】 

 

 

【第 1 回 京都在宅医療塾 Ⅰ〜探求編〜】 

●会場【京都府医師会館（JR 二条駅前）3 階 310】 

●日時【8 月 21 日（日）10 時 00 分〜13 時 00 分】 

●テーマ【在宅医療に必要な知識・技術について、講義＋グループワーク形式で学ぶ】 

 講師：東京都リハビリテーション病院・医療福祉連携室 室長 堀田富士子先生 

●参加対象【医師・訪問看護に関わる看護師（定員：100 名）】 

●参加費【無料】 

●参加申込先【申込方法：京都府医師会ホームページよりお願い致します。】 

 http://kyoto-zaitaku-med.or.jp/news/213.html 

●詳細情報【案内 PDF データはこちら】 

－－－－－－－－－－－ 

以下の日程で第 2−4 回を開催する予定となっております。 

第 2 回（若林秀隆先生） 10 月 16 日（日曜）10 時〜13 時 

第 3 回（平原佐斗司先生）12 月 4 日（日曜）13 時〜16 時 

第 4 回（平原佐斗司先生） 2017 年 2 月 19 日（日曜）10 時〜13 時 

 

 

【人工呼吸器トラブルシューティングセミナー】 

●会場【ソラシティカンファレンスセンター 

    東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ 1F】 

●日時【2016 年 9 月 9 日（金）18:30〜20:30】 



〈申込締切日：定員に達し次第〉 

●テーマ【呼吸生理や人工呼吸器のしくみから人工呼吸器のメッセージを読み取って、トラブルに

対処する方法を学ぶ】 

●参加対象【モードや設定といった人工呼吸の基礎は理解していて、次はトラブルに対処できる

ようになりたい医療従事者】 

●参加費【3500 円】 

●問い合わせ先【メールアドレス：respiratory.workshop2@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）

【 http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2016/07/blog-post.html 】 

 

 

【厳選論文 30 選!】 

●会場【東京ベイ・浦安市川医療センター ２階講堂】 

●日時【８月２０日（土）13：00-17：00】 

〈申込受付：2016 年 8 月 12 日（金）まで（ただし、定員になり次第締め切り）〉 

●開催テーマ【厳選論文 30 選!と題し、2015 年から 2016 年に出版された論文を内科全分野から

30 本厳選し紹介します。最低限おさえておくべき３０題を選びました。ただ内容を追うだけではあ

りません。論文の背景、日常でどう使うかまでを分かりやすく効率よく解説。忙しい日常業務に追

われているあなたも、一日で最新のエビデンスを装備できます。 

 招待講演：藤谷茂樹先生（聖マリアンナ医科大学救急医学講座教授） 

 「総合内科医が習得すべき重症疾患マネージメント」】 

●参加対象【初期研修医、後期研修医、フェロー、指導医が主な対象ですが、それ以外の医療

従事者や医学生の参加も可能です】 

●参加費【5,000 円／80 名（先着順）（懇親会参加費込の場合 9,000 円）】 

●参加申込みサイト【http://gensen30.peatix.com】 

●問合先【一般社団法人 JrSr 電話：03-6825-8008 （月水金 10：00-17：00） 

     Email： mailto:JrSrOffice@gmail.com 

●詳細情報（リンク先 URL 等）

【http://jrsr.jimdo.com/%E5%8E%B3%E9%81%B8%E8%AB%96%E6%96%8730%E9%81%B8-%E3%82%BB%

E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85/】 

 

 

【京都府医師会主催「総合診療力向上講座」】 

●会場【京都府医師会館（JR 二条駅前）】 

●日時【7 月 23 日（土）14:30〜16:30】 

〈申込締切日：定員になり次第締切〉 

●テーマ【第 1 回総合診療力向上講座〜Self-limited な病気を診断するということ〜（市立福知山

市民病院 川島篤志先生）※テレビ会議システムを使用して北部会場（ホテルマーレたかた：舞

鶴）と南部会場（けいはんなプラザ：相楽郡）でもご参加して頂けます。】 

●参加対象【医師】 



●参加費【無料 定員 100 名】 

●参加申込先【京都府医師会ホームページよりお申し込み下さい】 

 http://kyoto-zaitaku-med.or.jp/news/213.html 

—————————————- 

〈第２〜４回開催予定〉 

・第 2 回総合診療力向上講座 

 〜日常診療で使う「クスリ」と日常診療に潜む「リスク」①〜 

 【日時】9 月 17 日(土） 14:30〜16:30 

 【講師】上田 剛士先生（洛和会丸太町病院 救急・総合診療科 医長） 

・第 3 回総合診療力向上講座 

 〜日常診療で使う「クスリ」と日常診療に潜む「リスク」②〜 

 【日時】11 月 12 日(土）14:30〜16:30 

 【講師】上田 剛士先生（洛和会丸太町病院 救急・総合診療科 医長） 

・第 4 回総合診療力向上講座 

 〜かかりつけ医としての要約能力：プロブレムリストはいくつありますか？〜 

 【日時】1 月 14 日(土) 14:30〜16:30 

 【講師】川島 篤志先生（市立福知山市民病院 研究研修センター長兼総合内科医長） 

 

 

【第 10 回老年医学サマーセミナー】 

●会場【軽井沢プリンスホテル・ウエスト（長野県北佐久郡軽井沢町）】 

●日時【2016 年 7 月 28 日（木）午後 13 時 30 分〜29 日（金）午後 15 時 30 分（予定）】 

●テーマ【最新の老年医学・高齢者医療を学ぶ】 

●参加対象【医学部学生（４年生〜６年生）、初期研修医（1 年目、2 年目）、定員 16 名】 

●参加費【医学部学生；無料、初期研修医：10,000 円】 

 宿泊費：日本老年医学会が全参加者に助成（宿泊施設：軽井沢プリンスホテル・ウエスト） 

 交通費：40,000 円を上限に所在地より計算した規定額を全参加者に助成 

●問い合わせ先【事務局 担当：小島太郎、TEL：03-5800-8652（東京大学老年病科医局）、 

       E-mail： geriatric-office@umin.ac.jp】 

●詳細情報【日本老年医学会 http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/kensyu/seminar.html 】 

 

 

【九州心不全緩和ケア 深論プロジェクト】 

●会場【飯塚病院 北 4 階多目的ホール】 

●日時【2016 年 7 月 16 日（土）】 

〈申込締切日：事前申し込み不要〉 

●テーマ【飯塚病院の緩和ケア科では、「非がん疾患の緩和ケア」についての教育提供を取り組

んでいます。「緩和ケア=がん」のイメージが強いのですが、緩和ケアはがん以外にも必要な患者

さんに提供されるべきです。ただ、必要性は認識されつつも、そのスキルと知識を学ぶための教

育と実践の場が提供されてきませんでした。その課題認識をベースとした勉強会です。飯塚病院



だけでなく、九州大学と久留米大学の二つの大学病院の循環器内科の先生と共催企画としてい

ます。循環器と緩和ケアの他にはないコラボレーションを実現できると信じています。】 

●参加対象【全医師、コメディカル】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【飯塚病院 緩和ケア科 村上 kanwa@aih-net.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://ameblo.jp/iizukapc/entry-12166978890.html】 

 

 

【第 5 回 臨床研修医・医学生のための 〜救急セミナー〜】 

●会場【東京医科歯科大学 湯島キャンパス】 

●日時【平成 28 年 7 月 16 日（土）13:00〜18:30（情報交換会 18 時 30 分から１時間程度）】 

●テーマ【日本救急医学会では、本年も臨床研修医・医学生の皆さんに救急医学の魅力をお伝

えするセミナーを下記のとおり企画いたしました。救急医の活躍する場は ER や ICU から、手術室、

災害医療と多岐にわたって広く社会に貢献してい 

ます。当日は様々な現場で働くプロフェッショナルな救急医が参加し、症例検討、クイズ、ディスカ

ッションを通じて楽しみながら皆さんと語り合いたいと思っています。】 

●参加対象【臨床研修医・医学生】 

●参加費【学生 2,000 円 医師 3,000 円（事前振込）】 

●参加申込 URL 

【 https://gakkainavi.net/sanka/qqseminar5/registration_form.php?ver=20160427155030 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.jaam.jp/html/info/2016/info-20160330.htm】 

 

 

【明石ホスピタリストカフェ】 

●会場【明石医療センター】 

●日時【2016 年 7 月 2 日（土）】 

〈申込締切日：2016 年 6 月 30 日 募集人数に達した時点で締め切ります〉 

●開催テーマ【エビデンスに基づいたレクチャー、症例シミュレーション、景品付クイズ大会】 

●参加対象【医学部 5,6 年生、初期研修医】 

●参加費【無料：要事前申込（下記ご案内ポスターをご確認ください）】 

●問い合わせ先【メールアドレス：syomu-rinsyokensyu@amc1.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【ご案内ポスター：

http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2016.pdf】 

 

 

【第 9 回グラム染色セミナー〜GSSG style〜（第 40 回福島県感染症勉強会）】 

●会場【一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院  

福島県郡山市西ノ内２－５－２０（郡山駅よりタクシーで１０分） 

5 号館 2 階研修センター】 

●日時【2016 年 6 月 25 日（土） 14:00〜18:00】 



〈申込締切日： 2016 年 6 月 4 日（土）〉 

●開催テーマ【抗菌薬の適正使用が叫ばれる今日、感染症の診断・治療にグラム染色は欠かす

ことができません。しかし、実際には 

 ①具体的にどうやったらいいのかよく分からない 

 ②周囲にグラム染色をやっている人がいない 

 ③グラム染色をやりづらい雰囲気があるのが現実。 

分からないからやらない、やらないからますますやりづらい、という悪循環に陥ってしまいがちで

す。 

本セミナーはグラム染色を経験して頂いて、グラム染色に対する理解を深め、更には広めていこ

うというのが主旨です。】 

●参加対象【医師、看護師、薬剤師、検査技師、その他医療に携わる職種の方なら誰でも】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 グラム染色セミナー運営

部 

 メールアドレス：gramstain.fukushima@gmail.com 】 

 

 

【家庭医療プログラムエクスターンシップ 2016 in Mie】 

●会場【名張市介護老人保健施設 ゆりの里 多目的ホール（名張市立病院となり） 

 http://nabari-city-hospital.jp/ （名張市立病院ホームページ）】 

 宿泊：青蓮寺レークホテル  

 http://www.shorenjilake.com/ 

●日時【2016 年 6 月 25 日（土）14 時〜（会場受付：13 時 30 分開始） 

   〜6 月 26 日（日）12 時終了予定（1 泊 2 日） 

 ＊一部だけの参加希望もご相談にのります。】 

〈申込締切：6 月 10 日（金）〉 

●開催テーマ【今年は、三重大学家庭医療プログラムのスタッフとの交流だけでなく「後期研修医

の学びと気付きに触れる」機会を設けています。 

 家庭医療や総合診療に興味はあるけど後期研修をどうしようか迷っている方 

 三重での後期研修に興味はあるけど迷っている方、 

 伊賀の美味いものに興味はあるけど、足を伸ばす理由が見つからなかった方にもってこいの企

画です。】 

●参加対象【家庭医療、総合診療、三重県での後期研修、伊賀の美味いものに興味のある医師、

初期研修医】 

●参加費【無料（現地までの交通費はご負担願います）】 

 参加希望の方は、下記の申込フォームよりご登録ください。 

 申込フォーム： http://goo.gl/forms/NqZQyyxWN6  （事前登録制） 

●問い合わせ先【三重大学大学院医学系研究科家庭医療学／医学部附属病院総合診療科 担

当：矢野 

 TEL：059-231-5290 FAX：059-231-5289 



 E-mail： mailto:fcm2@clin.medic.mie-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【エクスターンシップ 2016 ポスターPDF 

 http://www.medic.mie-u.ac.jp/soshin/tr/poster_extern2016.pdf】 

 

 

【千葉大 GM カンファレンス 2016 〜症状を映像化せよ！ドクターG の病歴診断の極意〜】 

●会場【東京国際フォーラム G 棟（ガラス棟） 4 階 409 会議室】 

●日時【2016 年 5 月 7 日（土） 14:00-17:30（受付開始 13:30）】 

〈先着８０名〉 

●開催テーマ【患者再現 VTR を作成するとともにモバイル通信機器を用いた全員参加型のカン

ファレンス】 

●参加対象【総合診療に興味のある医学部および医療系学部の学生、臨床研修医、専攻医（後

期研修医）以上の医師、および医療従事者】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【千葉大 GM カンファレンス 2016 事務局 E-mail: chibagmconf@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申し込みフォーム URL:http://goo.gl/forms/ukzxPOVzol】 

 

 

【文部科学省未来医療研究人材養成拠点形成事業-テーマ A・B 合同- 第 1 回合同公開フォーラ

ム開催】 

●会場【千葉大学 けやき会館】 

〒263-8522 千葉県千葉市稲毛区弥生 1-33 千葉大学西千葉キャンパス構内 

西千葉キャンパス：http://www.chiba-u.ac.jp/access/nishichiba/ 

けやき会館：http://www.chiba-u.ac.jp/pdf/keyaki_map.pdf 

●日時【平成２８年３月４日（金）１０：００〜１７：１０ (受付開始 ９：３０)】 

〈事前申込不要〉 

●開催テーマ【医療界の未来を担う人材を養成するためには、魅力ある拠点作りが重要です。 

本事業に選定された 25 大学（テーマ A：10 大学、テーマ B：15 大学）の事業成果を基盤として、

各界からの参加者による幅広い議論を行い、魅力ある拠点作りにむけての方略を共有したいと

思います。】 

●参加対象【どなたでも参加できます 】 

●参加費【参加費無料】 

●問い合わせ先【事務局】 

テーマ A：千葉大学大学院医学研究院・医学部「未来医療を担う治療学 CHIBA 人材養成」 

電話:043-226-2825 

http://www.cipt-chiba-u.jp/ 

テーマ B：千葉大学医学部附属病院総合診療部 

電話：043-226-2680 

http://chiba-soshin.umin.jp/soshin/activity_report/top.html 

 



 

【１からわかる総合診療・家庭医療 〜現場での実践とキャリア〜】 

●会場【東海大学医学部（伊勢原キャンパス）医学部１号館 画像カンファレンスルーム３】 

 （小田急小田原線 伊勢原駅より徒歩 15 分/またはバス 10 分） 

  http://www.med.u-tokai.ac.jp/web/access.html 

●日時【2016 年 3 月 13 日(日) 14:00-18:00】 

〈申込締切日：なし〉 

●テーマ【医学生・研修医の皆さんにわかりやすく知ってもらうため、今回、東海大学にて標記の

勉強会を開催することとなりました。様々な切り口で、楽しく・わかりやすくをモットーに、総合診

療・家庭医療を１から知ることができるワークショップです。】 

●参加対象【医学生、研修医等】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先 

【主催：東海大学医学部付属病院 総合内科 

 共催：日本プライマリ・ケア連合学会 80 大学行脚プロジェクト】 

以下のこくちーずのフォームからお願いします。 

https://ssl.kokucheese.com/event/inquiry/374819/ 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://kokucheese.com/event/index/374819/】 

【申込み】 

以下のこくちーずのフォームから登録をお願いします。 

https://ssl.kokucheese.com/event/entry/374819/ 

 

 

【Oita GIM Conference Zero】 

●会場【全労済ソレイユビル 6 階 「つばき」 

    大分市中央町 4-2-5 TEL：097-513-5810 】 

●日時【 2016 年 3 月 19 日（土） 17：30〜19：30】 

〈申込締切日：なし〉 

●テーマ【 特別講演 中西重清先生 snap diagnosis –動画を駆使した診療- 】 

●参加対象【医学生、医師】 

●参加費【 なし 】 

●問い合わせ先【豊後大野市民病院内科総合診療部 工藤政信 

 879-6692 大分県豊後大野市緒方町馬場 276 番地 

 TEL:0974-42-3121 FAX:0974-42-3078 

 Mail : xkudo2010●gmail.com （●は @ に置き換えて送信ください。】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【 FB イベント https://www.facebook.com/groups/577891482387333/ 】 

 

 



【第 3 回 JHN セミナー】 

●会場【亀田医療技術専門学校 http://www.kameda-i.ac.jp/school/access.htm】 

●日時【2016 年 2 月 27 日(土)】 

〈申込締切日：定員に達し次第締切〉 

●テーマ【「全ての入院患者に緩和ケアを」】 

●参加対象【初期研修医・後期研修医・指導医／募集人数：100 名】 

●参加費【5000 円(懇親会参加希望者は 別途 5000 円)】 

●問い合わせ先【第３回 JHN セミナー事務局（jhn3rd.kameda@kameda.jp）】 

 

 

【人工呼吸器トラブルシューティングセミナー 】 

●会場【品川フロントビル B１F 会議室】 

●日時【2015 年 12 月 18 日（金）19:30〜21:30】 

〈申込締切日：定員に達し次第締切〉 

●テーマ【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ特別企画：なぜ起こるのか？トラブルシュ

ーティングの基礎知識／事件は現場で起こっている！トラブルシューティングの実践】 

●参加対象【140 名】 

●参加費【3500 円（事前振り込み）】 

●問い合わせ先【respiratory.workshop2@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）

【http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2015/10/blog-post.html】 

 

 

【国際総合診療能力 Up ワークショップ 無料体験説明会】 

●会場【グラントウキョウサウスタワー13 階 会議室】 

●日時【2015 年 11 月 28 日(土)（18:30〜20:30）】 

●テーマ【2016 年度から実施予定の東京近辺の開業医の先生方を対象にした Workshop の無料

体験説明会。テーマは「総合内科外来の落とし穴」】 

●参加対象【学生、研修医および東京近辺の開業医の先生方】 

●参加費【無料】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）

【http://jrsr.jimdo.com/dr-machi%E3%81%A8%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%8

3%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/】 

 

 

【山梨 G&G 2015】 

●会場【山梨県立中央病院】 

●日時【2015/11/20 18:00-20:00】 

 〈申込締切日：なし〉 

●テーマ【Common Problems にどう立ち向かうか？ 



 講師；佐藤泰吾（諏訪中央病院）、山藤栄一郎（亀田総合病院）】 

●参加対象【初期・後期研修医対象】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【t-kobayashi0634@ych.pref.yamanashi.jp】 

●詳細情報 

【山梨県初期研修医を対象に行う、総合診療の参加型セミナーです。山梨県外からも若干名の

応募をお待ちしています。終了後にささやかな懇親会も予定しております。】 

 

 

【第 2 回 JHN セミナー The 2nd JHospitalist Network seminar】 

●会場【明石医療センター】 

●日時【2015 年 10 月 3 日（土）13：00〜18：30】 

〈申込締切日：2015 年 9 月 18 日（金）：但し定員に達し次第締切〉 

●テーマ【Hospitalist を目指す方々や総合内科にご興味をお持ちの先生方を対象とした勉強会 

第 2 回のテーマ「循環器疾患」】 

●参加対象【若手医師（初期研修医、後期研修医）、指導医の先生方】 

●参加費【5000 円（懇親会別途 4500 円）】 

●問い合わせ先【事務局 info@hospitalist.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【詳細情報 第 2 回 JHN セミナーパンフレット.pdf】 

【申込みサイト http://ptix.co/1MCZou1 】 

 

 

【堺臨床道場 2015】 

●会場【堺市立総合医療センター】 

●日時【2015 年 9 月 27 日（土）9 時 30 分〜17 時（9 時開場）】 

〈申込締切日：なし（但し定員に達し次第締切）〉 

●テーマ【身体診察、感染症（グラム染色含め）などに興味のある初期研修医（医学生・後期研修

医も参加可能）を対象とした勉強会。当日は当院総合内科 西田幸司医師による胸部レントゲン

/CT の画像所見と病理所見の関係についての特別講演もあります。】 

●参加対象【初期研修医（医学生・後期研修医以上も参加可能）】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【sakai.baikin2015@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://sakai-residents.jimdo.com/】 

 

 

【第 7 回西湘総合診療研究会】 

●会場【神奈川県立足柄上病院 3 号館 1F 講義室】 

●日時【平成 27 年 9 月 27 日（土）16 時より 18 時】 

〈申込締切日：平成 27 年 9 月 25 日(木)〉 



●テーマ【総合診療 特に診断推論にご興味をお持ちの先生方を対象にした勉強会】 

今回は、今年で 4 回目、毎夏恒例の飯塚病院総合診療科診療部長 清田雅智先生をお招きし、

厳選された飯塚病院の 1 症例をじっくりと 120 分間 検討、解説いただきます。 

『診断がつかなかった不明熱の症例』飯塚病院総合診療科診療部長 清田雅智先生 

●参加対象【若手医師（初期研修医、後期研修医）、指導医の先生方】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【神奈川県立足柄上病院総合診療科 太田光泰 

 e-mail mitskywalker@icloud.com 】 

 

 

【医学医療交流セミナー2015 Where to go? 留学はどこへ？】 

●会場【順天堂大学本郷・御茶ノ水キャンパス 10 号館 1 階 105 号室】 

●日時【2015 年 10 月 3 日(土) 12：30〜18：00(11：30 受付開始)】 

〈申込締切日：未定〉 

●テーマ【留学について】 

●参加対象【定員 100 名、学生、初期・後期研修医、指導医、その他留学にご興味のある方】 

●参加費【一般 4000 円、学生 2000 円、財団会員無料】 

●問い合わせ先【公益財団法人 日米医学医療交流財団の HP よりお申し込みください  

  http://www.janamef.jp/seminars/20151003/】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【医学医療交流セミナー2015.pdf】【医学留学セミナーへのお誘

い.pdf】 

 

 

【京滋クリティカルケア・ヤングアカデミー in 福知山】 

●会場【福知山市市民交流プラザ ３F 市民交流スペース：JR 福知山駅下車すぐ】 

●日時【平成 27 年 09 月 05 日（土）：14：00-17：00】 

〈申込締切日：なし〉 

●テーマ【集中治療】 

主な講演： 

『モニターの正しい使い方』 

  檜垣 聡先生（京都第二赤十字病院 救命救急センター）   

『抜けない ICU 管理：By system でのプロブレム整理実践ワークショップ』 

  北野 夕佳先生（聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 救命救急セ ンター） 

『最新呼吸管理（ECMO）』 

  竹田 晋浩先生（日本医科大学附属病院 外科系集中治療科特任教授） 

●参加対象【若手医師（初期研修医・後期研修医）としていますが、どなたでも結 

構です：特に北近畿圏・京都/滋賀の医療者を熱望します！】 

●参加費【1,000 円】 

●問い合わせ先【市立福知山市民病院 地域救命救急センター 鈴木 龍児医 

師：ryujisuzuki1976@gmail.com】 



●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://critical-fukuchiyama.jimdo.com/】 

 

 

【ねりまつり 2015】 

●会場【練馬光が丘病院】 

●日時【9 月 13 日(日)】 

〈申込締切日：定員に達し次第締切 〉 

●テーマ【練馬光が丘病院総合診療科の”まつり”です。明日から使える知識、技術に着目しワ

ークショップ、講演会を行います】 

●参加対象【若手医師（初期研修医、後期研修医）、指導医の先生方】 

●参加費【3000 円。事前振込が必要です】 

●問い合わせ先【練馬光が丘病院 総合診療科 濱田治 neriman.hikarigaoka@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://www.facebook.com/Hikari.GIM】 

 

 

【若手のための人工呼吸器グラフィックセミナー】 

●会場【ソラシティカンファレンスセンター】 

 （東京都千代田区神田駿河台 4-6 御茶ノ水ソラシティ 1F） 

●日時【2015 年 9 月 25 日（金）18:30〜21:00】 

〈参加費の支払いをもって申し込み手続き完了とします。定員に達し次第受付を締め切らせてい

ただきます。〉 

●テーマ【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ特別企画：若手のための人工呼吸器グラ

フィックセミナー 〜人工呼吸器の画面が苦手な人、集まれ！〜】 

●参加対象【グラフィックを好きになりたい医療従事者ならどなたでも 定員 140 名】 

●参加費【参加費：4000 円（事前振り込み）〈定員に達し次第締切〉】 

●問い合わせ先【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ 

respiratory.workshop2@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/07/blog-post.html】 

（申し込み：上記ページの「申し込み」ボタンをクリックして、リンク先に必要事項をご記入下さ

い。） 

 

 

【初心者のための症例で学ぶ人工呼吸器セミナー】 

●会場【フィリップス・レスピロニクス合同会社】 

 （東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル） 

●日時【2015 年 9 月 23 日（水）13:30〜16:30】 

〈申込締切日：2015 年 8 月 8 日（土）20 時です。申し込み多数の場合は抽選とさせていただきま

す。〉 



●テーマ【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ特別企画：初心者のための症例で学ぶ

人工呼吸器セミナー／人工呼吸のしくみ／人工呼吸の適応／人工呼吸器の設定／人工呼吸器

グラフィックの見方】 

●参加対象【基礎から人工呼吸を学びたい研修医、医学生 50 名】 

●参加費【6,000 円（事前振り込み）】 

●問い合わせ先【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ 

respiratory.workshop2@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/07/blog-post_22.html】 

（申し込み：上記ページの「申し込み」ボタンをクリックして、リンク先に必要事項をご記入下さ

い。） 

 

 

【若手のための 血液ガスセミナー】 

●会場【フィリップス・レスピロニクス合同会社】 

 （東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル） 

●日時【2015 年 9 月 23 日（水）09:00〜11:30】 

〈申込締切日：2015 年 8 月 8 日（土）20 時です。申し込み多数の場合は抽選とさせていただきま

す。〉 

●テーマ【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ特別企画：若手のための血液ガスセミナ

ー】 

●参加対象【血液ガスを学びたい研修医、医学生 50 名】 

●参加費【6000 円（事前振り込み）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/07/blog-post_15.html】 

（申し込み：上記ページの「申し込み」ボタンをクリックして、リンク先に必要事項をご記入下さ

い。） 

 

 

【第 8 回膠原病サマーセミナーIN KOBE】 

●会場【 *ANA クラウンプラザホテル神戸 10F「Ballroom」*】 

●日時【*平成 27 年 8 月 1 日 14：00〜18：30*】 

〈申込締切日：なし。当日直接参加可能です〉 

●テーマ【膠原病全般】 

●参加対象【内容は初期研修医〜後期研修医を主な対象としますが，参加はどなたでも可能で

す】 

●参加費【学生・初期研修医は無料。その他は 1000 円】 

●問い合わせ先 

【*膠原病サマーセミナー in KOBE 事務局 大西輝(アドレス aonishi@med.kobe-u.ac.jp *】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 



【 http://www.med.kobe-u.ac.jp/mennai/images/summer2015.pdf 】 

 

 

【第 5 回 亀田総合病院腫瘍内科セミナー】 

KMC Medical Oncology Decision Making and Education(KMC-MODE) 

●会場【鉄蕉会 亀田総合病院（千葉県鴨川市）】 

●日時【2015 年 8 月 22 日（土）午後 7 時〜 8 月 23 日（日）午後 3 時】 

●テーマ 

【本セミナーでは、実際の症例をベースに講義やディスカッションを展開し、がん診療の現場を体

感し、腫瘍内科医の一日をイメージしていただくことができることを目指しています。腫瘍内科と

はどんな分野かを知りたい方、今後の専門を迷っている方、ぜひご参加下さい。また、すでにが

ん診療に携わっている方、他の専門科だけどがん患者の診療方法を勉強したい方も大歓迎で

す。 

今回は、がんの診断から治療へ至るプロセスをはじめとして、oncologic emergency を含む合併

症管理、緩和ケアの現場での tips などもご紹介します。また、原発不明癌や重複癌にどのように

アプローチしてゆくかというテーマも予定しています。 

（セミナー初日は夜からで、懇親会となっており、この席上で、翌日のレクチャーに先だって、癌治

療における合併症総論のレクチャーを行います。）】 

●参加対象【15 名程度(初期研修医 2 年目・後期研修医 優先)】 

●参加費【無料 (亀田病院への交通費は自己負担でお願いします)】 

●問い合わせ先【大山 優 (おおやま ゆう)亀田総合病院 腫瘍内科 

e-mail: oyama.yu@kameda.jp 】 

*ご興味のある方、参加希望の方は上記アドレスに e-メールをお願いいたします。 

メールには以下の記載をお願いいたします。 

① 氏名 ② 所属病院(後期研修以上の方は診療科も)・大学 

③ 卒業年 ④ 参加日および宿泊希望の有無 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【 http://blog.goo.ne.jp/idconsult/e/b97760e1891acebadfee604131571353 】 

 

 

【千葉県アレルギーセミナー「アレルギー診断治療の進歩とトレンド」】 

●会場【千葉市 京成ホテルミラマーレ ローズルーム（京成線千葉中央駅隣）】 

●日時【2015 年 7 月 19 日（日）15：00-17：10（会場 14：30）】 

〈申込締切日：2015 年 7 月 13 日（月）〉 

●テーマ【内科、耳鼻咽喉科、小児科のアレルギー診療のエキスパートの先生方から次の４演題

についてご講演いただき、参加された先生方にはご聴講後に意見交換をしていただき、アレルギ

ー診療についての知識を深める機会にしていただければと存じます。①IgE 分子標的薬を用いた

アレルギー治療、②舌下免疫療法の現状と課題、③専門病院における食物アレルギーの診断治

療、④アレルギー検査を使いこなすために】 

●参加対象【医師、看護師、薬剤師、検査技師、研修医】 



●参加費【無料（セミナー終了後の意見交換会も無料）】 

●問い合わせ先【シーメンス HCD 株式会社 03-3493-9553 または 080-5910-6884（セミナー担

当；船越達朗）にご連絡ください。お申込書を FAX もしくはメール添付してお送り致します】 

 

 

【第 3 回 JADECOM 総合診療フォーラム「地域医療と総合診療医」】 

●会場【海運会館、都道府県会館（東京都千代田区平河町）】 

●日時【平成 27 年 6 月 27 日（土）〜28 日（日）】 

●テーマ【メインシンポジウムでは、厚生労働省、自治医大卒業生、全日本病院協会、地域医療

機能推進機構の立場から、地域でどのようにして総合診療医を育てるかについてご講演いただ

きます。 

また、医学生や研修医が集って地域研修について考える JADECOM ガイダンス、オレゴン健康科

学大学やハワイ大学から講師をお招きしての講演や、様々な教育セッション等も予定しておりま

す。是非ご参加ください。】 

●参加対象【医師、研修医、医学生】 

●参加費【無料 （懇親会費は、3,000 円（ただし、医学生、研修医、協会職員、会員は無料です。

受付にて無料処理をいたします）】 

●問い合わせ先【公益社団法人地域医療振興協会 研究所事務部 TEL：03-5212-9152 

E-mail：hekichi@jadecom.or.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.jadecom.or.jp/info/detail.html?pageid=674】 

 

 
【家庭医療学セミナー in Mie 2015 〜もしカテ〜】 

●会場【三重大学医学部新医学棟３F（旧看護棟）】 

●日時【6 月 27 日（土）12：30〜18：30】 

●テーマ【学生が家庭医療にふれてもらうことを目的とした、本セミナーもいよいよ 4 回目。 

そんな 4 回目となる今回のセミナーは、オール三重でお届け♪ 

運営スタッフを三重大学の学生がおこなうのはもちろん、お呼びする講師の先生方もすべて、三

重県で家庭医療に普段から関わっている先生たち！ ぜひ、この機会に三重の家庭医療にふれ

つつ、家庭医療のおもしろさ・奥深さを体験してみませんか？？ みなさまのご参加をお待ちして

おります！】 

●参加対象【医療系学生（学科、学年は問いません！）、研修医】 

●参加費【無料（懇親会は別） 60 名（先着順）】 

●問い合わせ先【代表：三重大学医学部医学科 4 年 藤井健人（fkn.apollo93@gmail.com）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://www.medic.mie-u.ac.jp/soshin/tr/kateiiryouseminar2015.jpg 

 参加申込 http://goo.gl/forms/AJc4CLPXmc】 

 

 

【第３回 隠（なばり）サマーキャンプ】 



●会場【集合場所：名張市介護老人保健施設「ゆりの里」（名張市立病院となり）】 

●日時【平成 27 年 7 月 10 日（金）16 時 45 分〜7 月 12 日（日）12 時 00 分】 

●テーマ【テーマ「まず、地域を知ろう、患者さんの声を聴こう！」です。ぜひ、地域を知って、地域

医療の極意を学んでください。】 

●参加対象【地域医療に興味がある全国の医学生・研修医】 

●参加費【無料（2 泊 3 日、宿泊食事付、全日程分） 

  ただし会場までの交通費＆懇親会費は各自でご負担いただきます。 

  ※全日程でなくとも、一部の日程だけの参加も大歓迎です（申込書に記載して下さい）。 

  参加申込書に必要事項を記入いただき、メールもしくは FAX にてお申し込みください。】 

●問い合わせ先【名張市立病院 事務局 経営総務室 

  TEL：0595-61-1100（代）FAX：0595-64-7999 

  MAIL：hp-somu@city.nabari.mie.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【詳細、お申し込みは名張市立病院のホームページ 

http://www.nabari-city-hospital.jp/news/camping2015.html 】 

 

 
【家庭医療プログラムエクスターンシップ in みえ 2015】 

●会場【ココパリゾートクラブ ホテルアザリア２F 会議室（三重県津市白山町）】 

●日時【平成 27 年 8 月 8 日(土)〜8 月 9 日(日) 1 泊 2 日（受付 13：30〜）】 

〈申込締切日：7 月 20 日(月) ※定員になり次第、締切〉 

●テーマ【地域医療や家庭医療に興味があれば、知識がなくても大丈夫 

将来どんな医師になりたいか悩んでいるあなた！ 

家庭医療プログラムエクスターンシップで、自分の将来について、 

仲間たち、先輩たちと考えてみませんか？ 託児もご用意しております。】 

●参加対象【研修医、家庭医療に関心のある医師 等 20 名（先着順）】 

●参加費【参加費・宿泊費無料（会場への交通費は自己負担）】 

●問い合わせ先【三重大学 家庭医療学・総合診療科 秘書 TEL ：059-231-5290 

fcmer2@clin.medic.mie-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【下記リンクより、申込みフォームに入力・送信してください。 

https://goo.gl/upEmR9 】 

 

 

【千葉大 GM カンファレンス 2015 〜スマホで発言！全員参加型ドクターG〜】 

●会場【東京国際フォーラム G 棟（ガラス棟） 4 階 409 会議室】 

●日時【2015 年 7 月 20 日（月・祝） 10:00-13:00（受付開始 9:30）】 

〈申込締切日： 先着８０名 〉 

●テーマ【モバイル通信機器を用いた全員参加型の診断推論にフォーカスをあてたカンファレン

ス】 

●参加対象【総合診療に興味のある医学部および医療系学部の学生、臨床研修医、専攻医（後

期研修医）以上の医師、および医療従事者】 



●参加費【無料】 

●問い合わせ先【千葉大 GM カンファレンス 2015 事務局 E-mail: chibagm2015@outlook.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申し込みフォーム URL： http://goo.gl/forms/ohxlAcA2BA 】 

 

 
【第 3 回會津藩校日新館「臨床研究デザイン塾」】 

●会場【土湯温泉 向瀧旅館（福島県福島市）】 

●日時【2015 年 7 月 31 日（金）から 8 月 2 日（日）の 3 日間】 

〈申込締切日：2015 年 5 月 25 日(月)12:00 まで〉 

●テーマ【1. 臨床研究の本質や実践的な技術を習得する質の高い臨床疫学研究が日本から発

信され、診療の質と患者のアウトカムを改善すること／2. 新しいリサーチ・コミュニティを構築す

る】 

●参加対象【2015 年 4 月 1 日現在、臨床経験 2 年以上の医師（初期研修修了者） 

ご所属先が福島県外の方 

将来、福島県内での医療従事・研究に関心のある方を優先 

Primary care 医中心、救急・小児科・産婦人科・外科・整形外科 など専門問わず大学機関等に

所属しておらず臨床研究の学習機会の少ない方を優先 

40 歳未満（塾当日） 

過去に当研究デザイン塾参加経験のある方は御遠慮ください 

開催まで 1 か月間に事前学習(Web 講義等)に時間を割くことが可能な方】 

●参加費【宿泊費： 33,000 円（食事代・フェアウェルパーティー代含む） 資料代： 5,000 円 

定員：50 名程度（会場収容人数の都合上、応募多数の際は選考を実施する場合あり】 

●問い合わせ先【福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンターホームページの問い合わ

せフォームに題名を「會津塾問い合わせ」として送信してください】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター ホームペー

ジ 

（http://www.fuji-future.jp/workshop/2015/04/08/2086）「ワークショップ・セミナー案内」】 

 

 

【松波 GIM（総合内科）セミナー】 

●会場【松波総合病院 サウスウィング 1 階 MGH ホール】 

●日時【2015 年 6 月 19 日（金）18:00〜19:30、6 月 20 日（土）9:00〜12:00】 

〈申込締切日：2015 年 6 月 19 日（金）〉 

●テーマ【ココまで読める！実践腹部単純 X 線診断】 

参加対象【医師、研修医、医学生、放射線技師、コメディカル】 

参加費【無料】 

問い合わせ先【松波総合病院 臨床研修医室：残馬仁 hitoshi.zamma@gmail.com】 

詳細情報（リンク先 URL 等）

【https://www.facebook.com/234823156533020/photos/a.551986904816642.148695.2348231565

33020/1091490960866231/?type=1&theater】 



 

 
【第 8 回グラム染色セミナー〜GSSG style〜（第 35 回福島県感染症勉強会）】 

●会場【一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 

福島県郡山市西ノ内２－５－２０（郡山駅よりタクシーで１０分） 

5 号館 2 階研修センター】 

●日時【2015 年 6 月 13 日（土） 14:00〜18:00】 

〈申込締切日： 2015 年 5 月 21 日（木）〉 

●テーマ【抗菌薬の適正使用が叫ばれる今日、感染症の診断・治療にグラム染色は欠かすこと

ができません。しかし、実際には①具体的にどうやったらいいのかよく分からない ②周囲にグラ

ム染色をやっている人がいない ③グラム染色をやりづらい雰囲気があるのが現実。 分からな

いからやらない、やらないからますますやりづらい、という悪循環に陥ってしまいがちです。本セミ

ナーはグラム染色を経験して頂いて、グラム染色に対する理解を深め、更には広めていこうとい

うのが主旨です。】 

●参加対象【医師、看護師、薬剤師、検査技師、その他医療に携わる職種の方なら誰でも】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【一般財団法人 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 救命救急センター 伊藤 

文人 f_d_c87@yahoo.co.jp 】 

 

 

【早期離床セミナー：若手医師のための人工呼吸器ワークショップ特別企画】 

●会場【学研ビル 3 階ホール（東京都品川区西五反田 2-11-8）】 

●日時【2015 年 6 月 4 日（木）19:00〜21:00】 

〈申込締切：150 名（先着順）〉 

●テーマ【早期離床のエビデンス：早期離床の実践 〜理学療法士の視点から〜／早期離床の

実践 〜看護師の視点から〜】 

●参加対象【急性期医療に携わる医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、薬剤師】 

●参加費【3500 円（事前振り込み）】 

●問い合わせ先【お問い合わせ：respiratory.workshop2●gmail.com （メール送信時に●を@に

変更してお送りください）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/03/blog-post.html】 

 

 
【ホスピタリストカフェ in 明石】 

●会場【明石医療センター】 

●日時【第 1 回 2015 年 5 月 23 日、第 2 回 2015 年 6 月 20 日 いずれも 14〜17 時。その後懇

親会あり】 

〈申込締切日：定員になり次第終了します〉 

●テーマ【症例をシミュレーションを通じて勉強、その後各症例に対してエビデンスベースに講義】 



●参加対象【医学生 5,6 年、初期研修医、後期研修医】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【syomu-rinshokensyu@amc1.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2015.pdf 】 

 

 

【第 4 回国際家庭医療フォーラム in 三重】 

●会場【三重大学医学部 先端医科学研究棟 3 階 第 2 講義室】 

●日時【2015 年 4 月 24 日（金） 17：30〜20：00】 

●テーマ 

【◎演者 1：インダ S.ウィディアヘニング先生 

（インドネシア大学医学部地域医療学/医学教育学講座 講師） 

テーマ 1：インドネシアにおける国民皆保険制度時代の医療システムとプライマリ・ケア医の重要

な役割 

テーマ 2：インドネシアの医学教育について 

◎演者 2：マリンダ・アシア・ヌリル・ハヤさん 

（インドネシア大学医学部地域医療学講座ジュニアアカデミックスタッフ三重大学大学院医学系

研究科地域医療学講座 修士課程） 

テーマ：多様性における一貫性：インドネシアの文化とヘルスケアに対するその重要性】 

●参加対象【どなたでも参加いただけます】 

●問い合わせ先 

【参加お申込みは、所属、氏名、セミナー名を記載の上、下記までご連絡お願いいたします。 

三重大学医学部家庭医療学秘書 矢野 fcm2@clin.medic.mie-u.ac.jp 

059-231-5290】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【https://www.facebook.com/213221202078462/photos/pb.213221202078462.-2207520000.1429

149222./884291334971442/?type=1&theater】 

 

 

【第 15 回三重プライマリ・ケア塾】 

●会場【三重大学新医学棟（看護学科校舎）第３講義室】 

http://www.medic.mie-u.ac.jp/outline/campusmap.php 

●日時【2015 年 3 月 21 日（土） 15:00〜17:00】 

●開催テーマ【講師：白石吉彦先生（隠岐広域連合立隠岐島前病院・院長） 隠岐諸島の西ノ島

で 17 年間離島医療に取り組んでこられたご経験から、総合医の複数制を中心とした医療提供体

制作り、電子カルテ、遠隔画像、テレビ会議システムなどの IT 機器整備、内科医による外科外来

の試み、それに伴う外来超音波診察、処置などについて、実際にエコーを用意したハンズオン形

式も含めた内容となっております。】 

●参加費【無料】 



●問い合わせ先【三重大学医学部付属病院 総合診療科 森 洋平 youhei826●hotmail.com

（メール送信時に●を@に変更してお送りください）】 

 

 

【第 13 回家庭医療学セミナー】 

●会場【三重大学医学部家庭医療学/総合診療科 医局（三重大学探索医学研究棟２Ｆ）】 

●日時【2015 年 3 月 26 日（木）18:00-20:30（質疑応答含む）】 

●開催テーマ【講 師 ：英国プライマリ・ケア上級看護師  シーナ・エドワーズ先生 英国のプラ

イマリ・ケアにおける総合診療医と総合診療ナースの役割〜英国総合診療ナースの要請プログ

ラムと日本における今後の可能性〜（当日はテレビ会議システムにて中継。同時通訳あり）】 

●参加費【無料：会場でご受講の場合は事前に参加申込をお願いします。】 

●問い合わせ先【三重大学家庭医療学 総合診療科 秘書 西 （fcmer2●

clin.medic.mie-u.ac.jp）（メール送信時に●を@に変更してお送りください）】 

 

 

【第 6 回西湘総合診療研究会】 

●会場【湯本富士屋ホテル 2 階 箱根東 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 256-1】 

●日時【2015 年 2 月 28 日（土）15 時より開始、18 時頃終了予定。会終了後 情報交換会を予定

しております。】 

〈申込締切日：2015 年 2 月 23 日（月）〉 

●テーマ【総合診療医に必要な診断推論のスキルを症例検討を通じて共有することを目的に始

めた勉強会です。今回は千葉大学附属病院総合診療部から上原孝則先生をお招きし、千葉大

学総合診療部で学ぶ病態生理とillness scriptを駆使した診断推論を用いた症例検討を中心に行

います。】 

●参加対象【総合診療に関心のある学生、初期研修医、後期研修医、臨床推論を指導されてい

る先生方、一般医家の先生方】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【神奈川県立足柄上病院総合診療科・地域医療連携室 太田光泰 

email：mskywalkerota@yahoo.co.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

会場の都合で定員 70 名とさせていただきます。ご興味をお持ちの方、ご参加を希望の方は、上

記メールでご連絡ください。あらためまして、お返事申し上げます。】 

 

 

【第 1 回 JHN セミナーThe 1st JHospitalist Network seminar】 

●会場【東京ベイ浦安市川医療センター２階講堂】 

●日時【2015 年 2 月 7 日（土）13：00〜18：15】 

〈申込締切日：2015 年 1 月 16 日（金）〉 

●テーマ【Hospitalist を目指す方々や総合内科にご興味をお持ちの先生方を対象とした勉強会】 

●参加対象【若手医師（初期研修医、後期研修医）、指導医の先生方】 



●参加費【5000 円（懇親会 4000 円）】 

●問い合わせ先【事務局 info@hospitalist.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【詳細情報 http://hospitalist.jp/seminar/file/jhnseminar01.pdf】 

【申込みサイト http://ptix.co/1B5ChzK】 

 

 

【オープンセミナー：水戸協同病院 2014 年度海外招聘講演シリーズ】 

●会場【水戸協同病院 東棟４階講堂】 

●日時【２月１１日（水・祝）１２時半〜受付 １３時開始 １６時頃終了予定】 

〈申込締切日：当日参加 OK〉 

●テーマ【水戸協同病院 2014 年度海外招聘講演シリーズ第５弾として、ティアニー先生の一番

弟子で、UCSF で数々の Best Teacher 賞を受賞しておられるダリワリ先生をお招きして、オープン

セミナーを開催します。難解な症例を、ダリワリ先生が clinical problem solving 形式で答えていく

企画です。司会は、総合診療科 小林裕幸および徳田安春です。】 

●参加対象【医療関係者】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【水戸協同病院 臨床研修担当係 residency@mitokyodo-hp.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【https://twitter.com/MGH_GIM/status/556234897291898881/photo/1】 

 

 

【第 22 回ＦＡＣＥ】 

●会場【福島県郡山市磐梯熱海温泉】 

●日時【2015 年 2 月 7 日〜2015 年 2 月 8 日】 

〈申込締切日：2015 年 2 月 5 日〉 

●テーマ【救急外来】 

●参加対象【医学部学生・研修医・上級医】 

●参加費【6000 円（宿泊費・食事込み）】 

●問い合わせ先【http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html】 

 

 

【日本における多職種連携コンピテンシーの開発プログラム〜患者・利用者のための連携力と

は？〜】 

●会場【ウインクあいち（名古屋）】 

●日時【2015 年 2 月 11 日(水・祝）12:30〜18:00】 

〈申込締切日：定員になり次第締切〉 



●内容【平成 26 年度文部科学省「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業」

『医療・保健・福祉の現場を支える「多職種連携力」を持つ人材育成プログラム開発事業』成果発

表 および日本保健医療福祉連携教育学会（JAIPE）を始めとする関係学会と共同で開発してい

る「多職種連携コンピテンシー」についてのセッション】 

●参加対象【医療関係者全般】 

●参加費【無料（先着 150 名）】 

●問い合わせ先【三重大学大学院医学系研究科 家庭医療学 多職種連携事務 高嶋 TEL: 

059-231-5290】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【ホームページ http://ipeipw.org/approach/symposium/ 

申し込みフォーム http://ipeipw.org/application/ 】 

 

 

【救急総合内科セミナー】 

●会場【藤田保健衛生大学 生涯教育研究センター14 階】 

●日時【2015 年 2 月 22 日（日）午前 10 時-午後 5 時 午後 6 時より懇親会】 

〈申込締切日：定員になり次第締切〉 

●内容【救急「Difficult airway!」／総合内科「失神ワークショップ」／集中治療「集中治療での超音

波／こんなとこにも使えるぞ!」】 

●参加対象【初期、後期研修医（学生よび指導医の先生の参加も定員に余裕がある限り歓迎し

ます）】 

●参加費【1500 円（含昼食代）. 懇親会参加希望者は 3000 円（定員 50 名程度）】 

●問い合わせ先【fjtgim.seminar●gmail.com（●を@に変更してメール送信お願いします）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申し込みフォーム（リンク先） 

https://docs.google.com/forms/d/1i03bTh6aWPaBeTn9kenh-qit0kNucJ9zCm9n4t6wVng/viewfo

rm 】 

 

 

【第 10 回 若手医師のための家庭医療学冬期セミナー】 

●会場【東京大学本郷キャンパス】 

●日時【2015 年 2 月 21 日(土)〜22 日(日)】 

〈申込締切日：2015 年 1 月 13 日（火）午後 5 時〉 

●テーマ【家庭医療（例年、家庭医や病院総合医などプライマリ・ケアに関わる多くの先生方にご

参加いただいています）】 

●参加対象【総合的な医療を目指す後期研修医、若手医師および初期研修医】 

●参加費【学会員 : 10,000 円 非会員 : 12,000 円】 

●問い合わせ先【jpca@a-youme.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【http://www.primary-care.or.jp/seminar_w/20150221/pro.html】 

 



 

【第 18 回若手医師のための人工呼吸器ワークショップ】 

●会場【フィリップス・レスピロニクス合同会社 

（東京都港区港南 2-13-37 フィリップスビル）】 

●日時【2015 年 2 月 21 日（土）、22 日（日） 

（1 日目 9 時〜17 時 30 分、2 日目 8 時 30 分〜16 時）】 

〈申込締切日：12 月 6 日（土）20 時（応募多数の場合は抽選）〉 

●テーマ【若手医師のための人工呼吸器ワークショップ】 

●参加対象【基礎から人工呼吸管理を学びたい若手医師】 

●参加費【50,000 円（昼食代含む） 定員 24 名】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2014/11/18.html】 

 

 

【第 6 回診断推論セミナー】 

●会場【福島県郡山市磐梯熱海 『緑風苑』】 

●日時【2014 年 11 月 29 日（土）〜2014 年 11 月 30 日（日）】 

〈申込締切日：11 月 25 日〉 

●テーマ【診断推論】 

●参加対象【医学部学生・研修医・医師 ４０名】 

●参加費【６０００円（食費・宿泊費込） ＊学生は４０００円】 

●問い合わせ先【福島県立医科大学 医療人育成・支援センター 

http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html】 

 

 

【第 21 回 FACE：Fukushima Advanced Course by Experts】 

●会場【福島県郡山市磐梯熱海 『緑風苑』】 

●日時【2014 年 11 月 1 日（土）〜2014 年 11 月 2 日（日）】 

〈申込締切日：定員になり次第終了〉 

●テーマ【FACE は Fukushima Advanced Course by Experts の略で、医師として必須の知識や技

能を温泉につかりながら楽しく学ぶ合宿形式のセミナーです。今回第 21 回ＦＡＣＥのテーマは、毎

年恒例となっています『身体診察』です。】 

●参加対象【医学部学生・研修医・医師 ４０名（＊全プログラムに参加できる方を優先しま

す。）】 

●参加費【６０００円（食費・宿泊費込） ＊学生は４０００円】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申込み：福島県立医科大学 医療人育成・支援センター】 

 

 

【疫学Ⅱ-特別講義- Mixed Methods Designs ワークショップ(１)(２)】 

●会場【三重大学環境・情報科学館（MEIPL 館）１階ホール】 

●日時【10 月 12 日（日）10：00〜17：00（受付 9：30〜） 



10 月 13 日（祝・月）9：00〜15：00（受付 8：30〜）】 

※10 月 12 日（日）18：00 より懇親会を予定しております。 

（参加費：お一人様 1,000 円） 

〈申込締切日：10 月 6 日（月）〉 

●テーマ【質的研究の世界的権威が、懇切丁寧に分かりやすく、日本語で質的研究の全てをマ

スターさせてくれます。質的研究と量的研究を効果的に併用する”Mixed Methods”を徹底的に身

に付けたい人は、ぜひご参加ください！】 

講師：マイケル D. フェターズ氏（ミシガン大学 家庭医療学科 教授） 

ベンジャミン・クラブトリー氏（ラットガーズ大学 家庭医療学科） 

●参加対象【大学院生のみならず、どなたでも参加できます！】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【お問合せ先：三重大学医学部家庭医療学講座 医局秘書 矢野】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【リンクまたはポスターのＱＲコードよりお申込みください。】 

 

 

【飯塚病院・ピッツバーグ大学メディカルセンター提携研修教育プログラム 医学生・研修医対象

セッション＠JR 博多シティ会議室】 

●会場【JR 博多シティ 9 階大会議室】 

●日時【10 月 4 日(土）13:10〜16:45 18:00〜懇親会】 

〈申込締切日：未定：但し先着 70 名で締め切りです〉 

●テーマ【緩和ケア・老年医学】 

●参加対象【医学生・研修医】 

●参加費【無料（懇親会の参加費は別途申し受けます）】 

●問い合わせ先【飯塚病院研修医教育室 education@aih-net.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://aih-net.com/resident/attractive/visitors.html】 

 

 

【第 26 回なんでも症例検討会】 

●会場【広島市立広島市民病院 西棟 4 階第 1 会議室】 

●日時【平成 26 年 9 月 20 日 午後 3 時 30 分〜6 時 30 分】 

〈申込締切日：事前登録不要〉 

●テーマ【総合診療，救急，感染症 広島市内の有志の医師により 2 ヶ月に 1 回定期的に開催し

ている勉強会です．症例検討 2 例とレクチャーを行っています．今回はゲスト講師として神戸大学

感染症内科の山本舜悟先生をお招きして「風邪のみかた」について講演いただきます．】 

●参加対象【医学生，研修医，指導医，開業医どなたでも参加可能です】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【nandemosyoreikentokai@yahoo.co.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://www.facebook.com/pages/なんでも症例検討会

/961830317175717?ref=hl】 

 



 

【関西 HIV 臨床カンファレンス秋の特別講演会 第 9 回 これから HIV 感染症を診る医師・研修医

のためのセミナー】 

●会場【独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 緊急災害医療棟 ２階】 

（大阪市中央区法円坂 2－1－14 

大阪市営地下鉄中央線または谷町線の「谷町 4 丁目」駅 11 出口すぐ） 

●日時【2014 年 9 月 23 日（火・祝）15:00-18:00】 

〈申込締切日：9 月 16 日（火）〉 

●テーマ【HIV 感染症の早期診断から拠点病院紹介まで】 

●参加対象【医師・研修医（学生不可） ※医師以外の職種は応相談】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【ヴィーヴヘルスケア株式会社 今出賢紀 080-1002-7684】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.kansai-hiv.com/notice.html - 140922_1500】 

上記ホームページからお申し込みください。 

 

 

【第２回 臨床アップデートセミナー with 高山義浩先生】 

●会場【東北大学病院 臨床講義棟１F ゼミナール室】 

●日時【2014 年 9 月 27 日（土）午後 1 時〜午後 5 時】 

〈申込締切日：9 月 12 日（金）〉 

●テーマ【感染症】 

●参加対象【先着 30 名 学びに関心がある医師・医学生】 

●参加費【無料：事前申込制】 

●問い合わせ先【特定非営利活動法人艮陵協議会 事務局 電話 022-717-7817 

FAX022-272-0602 info@gonryo.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://sites.google.com/site/tohokudr/】 

 

 

【第 3 回かごんま GIM 塾】 

●会場【ベイサイド錦江 3F（鹿児島市鴨池新町 6-4）】 

●日時【9 月 28 日(日) 9:00-15:30】 

〈申込締切日：9 月 24 日〉 

●テーマ【総合内科に関するワークショップ、ケース・カンファレンス、一発診断クイズなど】 

●参加対象【主に初期研修医ですが，医学生，後期研修医，指導医もどうぞ】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【鹿児島生協病院 総合内科 小松真成 tpz628@yahoo.co.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【お申込み：

https://docs.google.com/forms/d/1BHP8Wr7QEeH3RChxcxK7EGUmGmAoss8IKhz4nxb0Lh8/vi

ewform 



広告用ファイル：

https://drive.google.com/file/d/0B3B2SnkU3JdPU3hqbjRzeXdhTm8/edit?usp=sharing 

Facebook：https://www.facebook.com/ - !/events/1456661154618570/】 

 

 

【ねりまつり】 

●会場【練馬光が丘病院】 

●日時【９月 21 日(日)】 

〈申込締切日：定員 40 人になり次第〉 

●テーマ【総合診療】 

●参加対象【若手医師】 

●参加費【2000 円】 

●問い合わせ先【neriman.hikarigaoka@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://www.facebook.com/Hikari.GIM】 

 

 

【救急総合内科セミナー】 

●会場【藤田保健衛生大学 生涯教育研究センター14 階】 

●日時【2014 年 8 月 3 日（日曜日） 午前 10 時-午後 5 時 午後 6 時より懇親会】 

●テーマ【救急, 総合内科, 集中治療に関するワークショップ】 

●参加対象【初期, 後期研修医（50 名程度を予定）. 学生よび指導医の先生の参加も定員に余

裕がある限り歓迎します。】 

●参加費【1000 円. 懇親会参加希望者は 3000 円（交通費は自己負担でお願いします）】 

●問い合わせ先【fjtgim.seminar@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【お申し込み・詳細は当科 HP：http://fujitagimer.jimdo.com もしくは

http://on.fb.me/1plHIEs（Facebook）をチェックして下さい。】 

 

 

【第 4 回亀田総合病院腫瘍内科セミナー】 

●会場【鉄蕉会 亀田総合病院（千葉県鴨川市東町 929）】 

●日時【2014 年 8 月 2 日（土）19 時〜8 月 3 日（日）14 時】 

●テーマ【腫瘍内科】 

●参加対象【医師（初期研修医 2 年目・後期研修医優先）15 名程度】 

●参加費【受講料・宿泊料：無料（交通費は自己負担でお願いします）】 

●問い合わせ先【大山 優（おおやま ゆう） y-oyama@kameda.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://www.facebook.com/KamedaOncology】 

 

 

【第 7 回膠原病サマーセミナー in Kobe】 

●会場【神戸ポートピアホテル 本館 B1 偕楽の間】 



●日時【2014 年 8 月 2 日（土） 14：00〜18：40】 

●テーマ【膠原病】 

●参加対象【初期研修医〜後期研修医を中心に膠原病診療に興味のある方】 

●参加費【1000 円（医学生、初期研修医は無料）】 

●問い合わせ先【神戸大学病院 膠原病リウマチ内科 セミナー責任者 千藤荘 

sho1000d@med.kobe-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.med.kobe-u.ac.jp/mennai/】 

 

 

【東北若手医師ネットワーク（TWIN）×ささかま HANDS 第 7 回臨床教育コラボレーション企画（仙

台市）】 

●会場【仙台シルバーセンター（宮城県仙台市青葉区花京院１丁目３番２号）】 

●日時【2014 年 7 月 12 日土曜 12:40-17:30】 

●テーマ【「多職種連携」〜ワールドカフェ＆事例検討会】 

●参加対象【医師・看護師・介護士・ケアマネジャーなど】 

●参加費【無料（懇親会は実費）】 

●問い合わせ先【https://sites.google.com/site/tohokudr/ 、 takun69@google.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://sites.google.com/site/tohokudr/】 

 

 

【第 1 回 WEDGE カンファレンス】 

●会場【日本赤十字社和歌山医療センター12F 多目的ホール 】 

●日時【平成 26 年 7 月 20 日（日）13:00〜18:00 】 

●テーマ【WEDGE は和歌山における総合診療を更に充実させたい！ という思いの下集まった

有志の団体です。定期的に勉強会を開催し、和歌山近辺での総合診療の教育とネットワークを

創ることを目的としています。この度発足に際して総合診療医として著名なお二人の先生をお招

きし第 1 回目のカンファレンスを行うこととなりました。この記念すべき第 1 回目の募集を開始しま

す。なお、人数の関係で和歌山近辺の方を優先させていただく可能性もありますが、できるだけ

全員参加できるようにしたいと思いますので、よろしくお願いします。 】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【WEDGE 広報担当：飯塚病院総合診療科 橋本 忠幸 tada0007@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://wedge2014.jimdo.com/ 】 

 

 

【若手医師のための NPPV ワークショップ】 

●会場【フィリップスビル（東京都港区港南 2-13-37）】 

●日時【2014 年 9 月 13 日（土）】 

●テーマ【NPPV の理論と実践】 

●参加対象【NPPV を基礎から学びたい若手医師】 

●参加費【25000 円】 



●問い合わせ先【respiratory.workshop@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2014/06/nppv.html】 

 

 

【第 9 回これからはじめるジェネラリスト養成セミナー】 

●会場【地域医療人材育成センターおかやま（MUSCAT CUBE）1 階 Sim3】 

●日時【2014 年 6 月 21 日（土） 10:00～12:00/13：00～15：00】 

●テーマ【臨床推論を愉しもう！】 

●参加対象【学生・医師・研修医】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【岡山大学病院 卒後臨床研修センター watana-f@cc.okayama-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.okayamau-hp.jp/】 

 

 

【第 8 回これからはじめるジェネラリスト養成セミナー】 

●会場【地域医療人材育成センターおかやま（MUSCAT CUBE）1 階 Sim3】 

●日時【2014 年 6 月 7 日（土） 13:00～15:30】 

●テーマ【意識障害を題材に active knowledge (自分から思いつける臨床能力） 

および 5 分間ティーチングの感触を身に付けよう！」】 

●参加対象【学生・医師・研修医】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【岡山大学 キャリアセンター muscat@md.okayama-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.okayama-muscat.jp/okayama/】 

 

 

【東京 GIM カンファレンス vol.21】 

●会場【国立国際医療センター 研修棟 3 階 国際協力局会議室】 

●日時【６月６日（金）p.m.7:30〜】●テーマ【症例検討会】 

●参加対象【研修医、若手総合診療医】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【sadametal@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【Facebook page: https://www.facebook.com/TokyoGimConference】 

 

 

 


