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【第 26 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【当事者と家族からみた認知症】 

●講師【福原真理先生 東京医科歯科大学】 

「認知症の症状は、私たちから見ると理不尽で、理解不能なものが多いかもしれません。認知症

だから、周辺症状だから、と早々に結論付け、すぐに薬剤や身体拘束などを考えていないでしょう

か。しかし、妄想や徘徊などの、介護者で問題となる症状には理由があるかもしれません。認知

症の当事者や家族の視点を想像することで、認知症をもつ人が、尊厳をもちその人らしく生きて

いくこと、すなわちパーソンセンタードケアにつながっていくのではないでしょうか。今回は、当事

者の書いた書籍などを紹介しながら、医療者からの認知症の見方が変わるような視点をご紹介

したいと思います。」 

●日時【2021 年 12 月 16 日(木) 19 時～20 時 30 分(18 時 30 分 Zoom 開場予定)】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-026.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

【 HCFM 臨床推論勉強会 】 

●開催方法【 on-line 開催（ZOOM） 】 

●開催日時【 2022 年 1 月 26 日（水）19:00～20:30 】 

〈申込締切日： 1 月 19 日（水） 〉 

●テーマ【 臨床推論の知識向上 】 

●参加対象【 全国の初期研修医、医学生 】 

●参加費【 無料 】 

●参加方法 【右記申し込みフォームより（https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57）】 

問い合わせ先【 HCFM 事務局（a.kuno@hcfm.jp） 】 

詳細情報【Blog（ https://www.hcfm.jp/blog/?p=1306 ）】 

https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-026.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJAkf-mppzsiE9bG5wYo9B866ydBZg_BG_eh
https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57
https://www.hcfm.jp/blog/?p=1306


○北海道家庭医療学センター 

Facebook ページ【https://www.facebook.com/hcfm.jp】 

ホームページ【https://saiyo.hcfm.jp/index.html】 

 

 

【第 34 回藤田プライマリケアスキルズ】 

「高山の圧痛点 ～膵臓の身体所見～」 

●開催方法【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【清田 雅智 先生（飯塚病院 総合診療科）】 

●開催日時【2021 年 12 月 18 日 (土) 19:00～21:00（21:00～オンライン懇親会(自由参加)）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/eQ23H79PdMNdZTch8 

●申込期限【2021 年 11 月 19 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集締切)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【第 25 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【プライマリ・ケア領域での診断エラー】 

●講師【原田拓 先生 昭和大学江東豊洲病院】 

「プライマリ・ケアは多くの様々な患者が受診し,不確実性の中での意思決定を行うため診断エラ

ーのリスクが高い領域です。約 5%の頻度で診断エラーが生じ,33%が重大な害につながるため,そ

の予防に注目があつまっています。診断に関しての考え方も System1 と 2 における Dual 

process theory に始まり、近年では頭の中の思考プロセスだけでなく周囲の状況も注目する考え

方がでてきました。今回はプライマリ・ケアにおける診断のピットフォールの疫学と仕組み、診断

プロセス改善の手法、を皆様と共有したいと思っています。」 

●日時【2021 年 11 月 25 日(木) 19 時～20 時 30 分(18 時 30 分 Zoom 開場予定)】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-025.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

https://www.facebook.com/hcfm.jp
https://saiyo.hcfm.jp/index.html
https://forms.gle/eQ23H79PdMNdZTch8
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-025.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJAqc-iprDItGty-5dphiDhX7aqR-SkLAtX8


※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

【第 2 回 岡山大学・飯塚病院 総合診療クロスカンファレンス】 

●開催方法【Web 配信：オンライン開催】 

●開催日時【2021 年 2 月 5 日（土）14:00～16:30】 

 〈申込締切日： 

  聴講参加はセミナー当日まで申込可能／パネリスト参加は 1/14 まで） 

●講師（指導医）【徳増 一樹 先生（岡山大学病院）、清田 雅智 先生（飯塚病院）】 

●テーマ【臨床推論、症例カンファレンス】 

●参加対象【医学生（研修医、若手医師）】 

 ※ケースカンファレンスは、医学生向けの内容です。 

●参加費【無料：定員 200 名】 

●参加方法 下記の URL よりお申込みください。 

  https://aih-net.zoom.us/meeting/register/tJMrcumvrj8jEtUx8dNC_2wZKWpf_bC_qo1F  

●問い合わせ先【飯塚病院 教育推進本部 TEL：0948-22-8904 Email: education-info@aih-

net.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【下記のアカウントよりチラシ、イベントを確認できます】 

 岡山大学病院総合内科 

  ホームページ： https://okayama-u-sougounaika.jp/ 

 飯塚病院 教育推進本部  

  ホームページ： https://aih-net.com/resident/ 

  facebook： https://www.facebook.com/aihresident 

  現在募集中のイベント・SNS： https://linktr.ee/AIHEPO 

 

 

【第 33 回藤田プライマリケアスキルズ】 

「子ども虐待～プライマリケアの現場で子どもと家族を守るために～」 

●開催方法【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【小橋 孝介先生(松戸市立総合医療センター 小児科副部長)】 

●開催日時【2021 年 11 月 20 日 (土) 19:00～21:00（21:00～オンライン懇親会(自由参加)）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/YKke9ncF4Enfk26h9 

●申込期限【2021 年 11 月 19 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集締切)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

https://aih-net.zoom.us/meeting/register/tJMrcumvrj8jEtUx8dNC_2wZKWpf_bC_qo1F
https://okayama-u-sougounaika.jp/
https://aih-net.com/resident/
https://www.facebook.com/aihresident
https://linktr.ee/AIHEPO
https://linktr.ee/AIHEPO
https://forms.gle/YKke9ncF4Enfk26h9


Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

地域社会振興財団主催 

【第 3 回ポイントオブケア超音波研修会】 

●開催方法【Web 会議システム「Zoom」のウェビナーにて開催】 

●開催日時【2021 年 11 月 27 日（土）9：30～18：00、 

      11 月 28 日（日）8：30～17：00】 

 ＜申込締切日：11 月 24 日（水）9：00 まで＞ 

●開催テーマ【診療の場で利用する超音波検査のスキルアップ】 

●参加対象【研修医】 

●参加費【無料（500 名）】 

●企画・主催【地域社会振興財団事務局研修課  pocus.fdc@zcssz.or.jp】 

●詳細情報【http://zcssz-central-seminar.jp/pocus/】 

 

 

【第 1 回 日本ライフスタイル医学会学術集会】 

●開催方法【当日 Web 配信+オンデマンド配信】 

●開催日時【2021 年 11 月 13 日（土）9：00～17：40、11 月 14 日（日）8：00～16：30】 

〈申込締切日：2021 年 11 月 12 日（金）12：00 〉 

●テーマ【ライフスタイルは今日を変える。今日は人生を変える。～ライフスタイル医学：世界の

視点と日本の視点から～】 

 学術集会長【神原憲治 香川大学医学部臨床心理学科 教授】 

 基調講演：益崎裕章 琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座 教

授  

 演題：日本が目指すライフスタイル医学の展望 〜沖縄クライシスと IoT・AI を活用する生活習

慣病診療～ 

●主な公演内容 

・松下邦洋 Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Associate Professor 

 演題：高血圧：最重要危険因子の診断と治療の適正化・効率化を目指して 

・白濱龍太郎 医療法人 RESM 理事長、慶應義塾大学理工学部先端科学技術研究センター特

任准教授 

 演題：健康・長寿における睡眠医学の役割】 

●参加対象【 非感染性疾患の予防・治療に興味がある医師・看護師・栄養士などすべての医療

従事者、医療関係の学生の方 】 

●参加費【 JSLM 会員 12,000 円・非会員 20,000 円・参加費と入会同時の場合 22,000 円、学

生（大学生・大学院生）2,000 円 】 

●お問合先【学会事務局：office@lifestylemedicinejapan.org】 

https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
http://zcssz-central-seminar.jp/pocus/


●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【日本ライフスタイル医学会ホームページ：http://www.lifestylemedicinejapan.org/】 

 

 

日本内科学会専門医部会ベッドサイドエコーワーキンググループ主催 

【第 3 回ポイントオブケア超音波研修会（オンラインコース）】 

●開催方法【ZOOM によるオンライン開催（ライブレクチャー）】 

●開催日時【2021 年 12 月 14 日（土）13:00～16:10】 

●開催テーマ【必修！内科医のためのベッドサイドエコー】 

 オンラインでのライブレクチャーで基本的な内容を網羅的に学びます。特に超音波検査初学者

にお勧めの講習会です。 

●参加対象【医師】 

●参加費【無料（30 名）】 

●企画・主催【日本内科学会専門医部会 ベッドサイドエコー ワーキンググループ】 

●詳細情報【https://www.naika.or.jp/fjcp_top/bedsideultrasoundwg/ws20211204/】 

 

 

【第 32 回藤田プライマリケアスキルズ】 

久保田(安藤)希先生 レクチャー 

「LGBTQ の方々への理解を深めよう、第二弾!」 

※前回の講演を聞いていなくても十分に楽しめる内容です。 

●開催方法【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【久保田(安藤)希先生(一般社団法人 にじいろドクターズ)】 

●開催日時【2021 年 10 月 23 日(土) 19:00～20:45（21:00～オンライン懇親会(自由参加)）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/bRQWK1Nd17MD3U3m6 

●申込期限【2021 年 10 月 22 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集締切)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【Stata ではじめるやさしい統計解析】 

●開催方法【 オンライン（zoom）】 

●開催日時【 2021 年 11 月 28 日（日） 10 時~17 時 】 

●〈申込：10 月 1 日 10 時より 〉 

●テーマ【 実際に使える統計知識を実践形式で学ぶ 】 

http://www.lifestylemedicinejapan.org/
https://www.naika.or.jp/fjcp_top/bedsideultrasoundwg/ws20211204/
https://forms.gle/bRQWK1Nd17MD3U3m6
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


●参加対象【 全ての医療従事者 】 

●参加費【 16,500 円 】 

●お問合せ先【 inference-sec@pw-co.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【リンク URL https://bit.ly/inferencehp （備考：安定したインターネ

ット環境のご用意をお願いします）】 

 

 

【第 23 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【症候学・診断学の 教科書の目次にない女性診療】 

●講師【伊達岡要先生 恵寿総合病院】 

「『月経困難症が女性の QOL を損ねている』『産後のメンタルヘルスケアが大事』など、 世間へ

の訴えはよく見かけます。しかし不思議なことに、あれだけ出版される症候学・診断学の教科書

には、ここ数年出版されている優れたものであっても、女性の common な訴えを取り扱ったもの

は稀有です。裏を返せば、ちょっと知っておくだけで解決できることや患者さんから喜ばれる事が

増えます。本セミナーでは、女性患者さんのライフステージに沿い、その時々の考え方をご紹介 

します。皆様を訪れる女性患者さんのトラブル解決にお役立てば幸いです。」 

●日時【2021 年 9 月 30 日(木) 19 時～20 時 30 分(18 時 30 分 Zoom 開場予定)】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-023.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

【第 31 回藤田プライマリケアスキルズ】 

井上健斗さん レクチャー 

「LGBTQ への理解を深めよう ～トランスジェンダーの立場から医療者に望むこと～」 

●開催方法【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【井上健斗さん（株式会社ジーピット代表）】 

●開催日時【2021 年 9 月 25 日(土) 19:00～21:00（21:00～オンライン懇親会(自由参加)）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/65kJXLvtuebKSQAt7 

https://bit.ly/inferencehp
https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-023.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJ0pcOyqrTsrGtbxDgJ_dpxdh-Q_VmKswhRN
https://forms.gle/65kJXLvtuebKSQAt7


●申込期限【2021 年 9 月 24 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集締切)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【第 6 回 愛知 GIM カンファレンス in ZOOM】 

●開催方法【 on-line 開催（ZOOM） 】 

●日時【2021 年 9 月 13 日（月）18:30～20:00】 

●テーマ【実際の症例を使って病態生理や診断、治療を学ぶ case-based discussion を行いま

す。参加者の皆様に投票していただいたりディスカッションすることで相互性のある学習会になっ

ております。】 

●参加対象【どなたでも参加可能】 

●参加費【無料】 

●参加方法 【下記申し込みフォームより 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rduuhqTspHdEt5V7ioTcWcc2VieRQ58tb 】 

 

 

【第 30 回藤田プライマリケアスキルズ】 

守屋章成先生 「新型コロナワクチン デルタ前とデルタ後」 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【守屋 章成 先生（名古屋検疫所 中部空港検疫所支所）】 

●開催日時【2021 年 9 月 11 日(土) 19:00～20:45（20:45～オンライン懇親会(自由参加)）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料（定員に達し次第締切）】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/tCBVaF572FQXqNpW6 

●申込期限【2021 年 9 月 10 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【第二回現役学生に向けた医療リスクマネージメント勉強会】 

●開催方法【オンライン(Zoom)】 

●日時【2021 年 9 月 3 日 19 時～】 

●テーマ【医療安全・医療リスクマネジメントに関するオンライン勉強会】 

本勉強会では、浜松医科大学医学部法学教授の大磯義一郎先生と、ときわ会常磐病院外科の

https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0rduuhqTspHdEt5V7ioTcWcc2VieRQ58tb
https://forms.gle/tCBVaF572FQXqNpW6
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


澤野豊明先生をお招きし、様々な病院に勤務する医師によって医療過誤対策を研究している

MRM 研究会(メディカルリスクマネジメント研究会)と共催にてオンライン講義を開催いたします。 

●参加対象【医学生】 

●参加費【無料】 

●お問合先【doctorscareer@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://bit.ly/3gLC5CT】 

 

 

【HCFM 臨床推論勉強会】 

●開催方法【 on-line 開催（ZOOM） 】 

●日時【 2021 年 9 月 22 日（水）19:00～20:30 】 

〈申込締切日： 9 月 15 日（水） 〉 

●テーマ【 臨床推論の知識向上 】 

●参加対象【 全国の初期研修医、医学生 】 

●参加費【 無料 】 

●参加方法 【右記申し込みフォームより（https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57）】 

●問合先【 HCFM 事務局（a.kuno@hcfm.jp） 】 

●詳細情報【Blog（https://www.hcfm.jp/blog/?p=1280）】 

 北海道家庭医療学センター 

 Facebook ページ【https://www.facebook.com/hcfm.jp】 

 ホームページ【https://saiyo.hcfm.jp/index.html】 

 

 

【第 22 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【子どもの総合診療医とは-人のより良い一生を追求する-】 

●講師【利根川尚也先生 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター】 

「小児の総合診療とは何か?小児と成人の総合診療は何が違うのか?現代において、人の一生を

表す言葉は、「ライフサイクル」から「ライフコース」に置き換わりました。背景には人生の多様化

があるでしょう。そのような多様な一生を送る現代人の人生を紐解く上では、人格形成などに大

きな影響を与える小児期を看過することは出来ません。そんな小児期に、子どもたちや家族が抱

える様々な問題に関わることが、小児総合診療です。それは即ち、人のより良い一生を小児期

(胎児期から)から追及することでもあります。このような背景を踏まえつつ、小児総合診療の現状

と展望をお話致します。」 

●日時【2021 年 8 月 26 日(木) 19 時～20 時 30 分(18 時 30 分 Zoom 開場予定)】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

https://bit.ly/3gLC5CT
https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57
https://www.hcfm.jp/blog/?p=1280
https://www.facebook.com/hcfm.jp
https://saiyo.hcfm.jp/index.html


●共催【東京都大学研究者による事業】 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-022.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

【第 1 回 臨床推論カンファレンス（講師：群星沖縄臨床研修センター長 徳田安春先生）】 

●開催会場【オンライン（zoom webinar）】 

●開催日時【2021 年 8 月 26 日（木）19:30-21:00】 

〈申込締切日：8 月 25 日（水）（以降も別途対応可能）〉 

●開催テーマ【徳田先生の症例から学ぶ「臨床推論の考え方」】 

●対象【総合内科、感染症内科含めた全ての診療科】 

●参加費【無料】 

  

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【内科系の後期研修医 4 名に参加、ディスカッションいただき、それをもとに徳田先生の臨床推論

の考え方の基本を共有していただきます。 

『医師会員限定無料』のセミナーとなり、以下より E-コンサルにご登録いただいた先生には後日

E-コンサル内にて、Zoom リンクをご案内させていただきます。】 

https://e-consult.medii.jp/Registration?utm_source=tokuda20210826JHP 

  

※医師限定となっており、確認のために医籍番号 or 医師免許が必要です。 

※ログイン後の WEB ページ内で当日の Zoom リンクを通知予定です。 

（今回アプリは未対応） 

E-コンサルのシステムに関しまして是非下記 HP をご覧ください。 

https://medii.jp/service/ 

●問い合わせ先【info@medii.jp 株式会社 Medii E-コンサル運営チーム】 

 

 

JHN×ケアネット TV コラボ企画 

【POCUS オンライン コース】 

レクチャー＋講師のデモンストレーションによるオンラインでの半日コースを、ケアネット TV とコラ

ボして企画いたしました。 

各レクチャーの間では健常者モデルに対して各講師がライブスキャンを高画質で生中継します。 

講師がその場で当てている手元カメラとエコー画像を分割画面で配信するので、習ったところが

すぐに見え、疑問などがあればその場で直接講師にチャットで質問できます。 

レクチャーとライブデモは、これまで開催してきた JHN-POCUS コースのディレクタークラス 5 名

が直接担当いたします 

https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-022.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJUpduuspzsuGNLA4uwVx3-aZK6t_PGXJc-O
https://e-consult.medii.jp/Registration?utm_source=tokuda20210826JHP
https://medii.jp/service/


もちろん今回も、米国で POCUS の第一人者としてご活躍されているテキサス大学の Soni 教授、

ブラウン大学の南准教授もご参加されます。 

レクチャー内容はこれまでの JHN-POCUS コースに準拠しており、費用は本来のライブコースの

6 割引と非常にお得な値段設定となっております 

当日の Zoom ウェビナーとライブスキャンの模様は、受講者に限り、開催後 14 日間アーカイブ映

像をご視聴いただけます。 

●日時【2021 年 10 月 31 日（日）8 時 40 分〜13 時 00 分】 

●開催方法【Zoom ウェビナーでのオンライン開催】 

 ※ カメラ・マイク機能なしのためお顔が映ることはありません。 

 チャットのみ使用い ただけます。 

●対象【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： 

 CareNet.com 会員価格 11,880 円（税込） 

 CareNeTV プレミアム会員価格 7,920 円（税込） 

・CareNet.com 会員（医師・医学生限定） 

 ※お申込みの際は CareNet.com 会員への登録（登録無料）をお願いします。 

・先着順となります。定員に達した場合は募集を終了します。 

・「@carenet.co.jp」ドメインからのメールを受け取れるようご設定ください。 

●パンフレット

【https://carenetv.carenet.com/mailimages/2021/0924/POCUS_CareNeTVschool_s.pdf】 

●申し込み方法【お申込み／詳細はこちらをクリック】 

 

 

【第２回ポイントオブケア超音波研修会】 

●開催方法【Web 会議システム「Zoom」のウェビナーにて開催】 

●開催日時【10 月 30 日（土）9：00～18：00、10 月 31 日（日）8：15～17：00】 

 ＜申込締切日：10 月 26 日（火）9：00 まで＞ 

●開催テーマ【診療の場で利用する超音波検査のスキルアップ】 

●参加対象【研修医】 

●参加費【無料】 

●お問合せ先【地域社会振興財団事務局研修課 pocus.fdc@zcssz.or.jp 】 

●詳細情報【http://zcssz-central-seminar.jp/pocus/】 

 

 

【第 24 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【認知症の緩和ケア】 

●講師【平原 佐斗司 先生 / 梶原診療所 研修・研究センター長】 

「認知症は 21 世紀の緩和ケアの最大のターゲットであると言われている。「認知症の緩和ケアア

プローチとは、単に身体的苦痛をとる治療やケアとどまらず、認知症の行動心理徴候、合併する

https://carenetv.carenet.com/mailimages/2021/0924/POCUS_CareNeTVschool_s.pdf
https://rsvp.carenet.com/seminar/view/21
http://zcssz-central-seminar.jp/pocus/%E3%80%91


疾患、および健康問題の適切な治療を含む、認知症の全ての治療とケアを意味するもの

（EPCA2015）」と定義され、単に末期の身体的苦痛の緩和だけではなく、BPSD への対応や肺炎

や骨折など急性期のマネジメントまで広く包含する概念であり、認知症ケアの早期から緩和ケア

的な視点が貫かれていることが重要である。講演では認知症の緩和ケアの考え方と実際につい

てエビデンスに基づき解説する。」 

●日時【10 月 28 日(木) 19 時～20 時 30 分(18 時 30 分 Zoom 開場予定)】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-024.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

第 13 回 JHN セミナー（JHN・岡山大学 総合内科・総合診療科コラボ企画） 

「糖尿病診療の進め方 私の場合～どのように情報を集めてどのように治療意欲を高めるか～」 

●テーマ【今回のセミナー開催は、総合内科医・総合診療医として知っておきたい糖尿病診療の

基本を学ぶことが目的です。Hospitalist(ホスピタリスト)2018 年 2 号特集「糖尿病」発刊より 3

年。 “糖尿病を専門としない後期研修～若手指導医の総合内科医・総合診療医”を主な対象と

し、これだけは知っておきたい糖尿病診療の基本を、最新トピックを交えながら学べるセミナーで

す。】 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●定員【500 名】 

●対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【3,000 円】 

●招聘講演【目黒 周 先生(慶應義塾大学 医学部腎臓内分泌代謝内科)】 

●開催日時【2021 年 8 月 21 日(土) zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●申込期間【2021 年 8 月 20 日まで延長しました（定員になり次第締切）】 

●プログラム概要 

【http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/JHN13web_seminar20210821.pdf】 

●お申込み【https://bit.ly/JHN20210821R】 

●共催【JHospitalist Network、岡山大学病院 総合内科・総合診療科】 

 

 

https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-024.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJEkceCpqTsiHdyV61QhRpeG3DZSnmaK1eM6
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/JHN13web_seminar20210821.pdf
https://bit.ly/JHN20210821R


【第５回ぷりぷり臨床推論 （国際医療福祉大学プライマリケア研究会ぷりぷり主催）】 

●講師： 

 ・水戸協同病院 総合診療科 米崎駿 

 ・水戸協同病院 総合診療科 チーフレジデント 畑拓磨 

 ・水戸協同病院 総合診療科 松本貴文 

●開催方法【Zoom でのオンライン開催（後日リンク配布）】 

●開催日時【7 月 31 日（土）10:00 – 12:30】 

〈申込締切日：7 月 25 日（日）〉 

●参加対象【医学生(1～6 年)】 

●参加費【無料】 

●お問合せ先【国際医療福祉大学プライマリケア研究会 E-

mail:primaryprinciple.iuhw@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申し込みリンク:https://bit.ly/2Sb50qU】 

 

 

【第 21 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【薬剤耐性（AMR）対策のこれまでとこれから】 

●講師【具芳明教授（東京医科歯科大学統合臨床感染症学分野）】 

「世界的な課題として薬剤耐性（AMR）対策が注目される中、日本政府が薬剤耐性（AMR）アクシ

ョンプランを発表してから 5 年が経過しました。医療現場では感染予防策に加えて抗菌薬適正使

用がより一層推進されるようになりました。動物や環境分野まで含めた幅広い取り組みが始まっ

ている一方で、抗菌薬の安定供給など新たな課題も浮かび上がっています。アクションプランに

基づくさまざまな取り組みと今後の方向性について、医療分野を中心に幅広く解説します。」 

●日時【7 月 15 日（木） 19 時～20 時 30 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

（お申込みは開始直前まで可能です） 

●共催【東京都大学研究者による事業】 

●パンフレット【https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-021.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

※開催後アンケートの記入もしていただけますと幸いです。 

※日本プライマリ・ケア連合学会の専門医・認定医更新のための単位を申請希望される方は、ア

ンケートご記入が必須となります。 

 

 

【HCFM 臨床推論勉強会】 

●開催会場【on-line 開催（ZOOM)】 

https://bit.ly/2Sb50qU
https://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2021/2021-021.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIvdO-urD8oGdFen30HMSIzH8jOgU5ppLd6


●開催日時【2021 年 7 月 28 日（水）19:00～20:30】 

〈申込締切日： 7 月 25 日（日）〉 

●開催テーマ【臨床推論の知識向上】 

●対象【全国の初期研修医、医学生】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57 

●問い合わせ先【HCFM 事務局（a.kuno@hcfm.jp）】 

●詳細【Blog（https://www.hcfm.jp/blog/?p=1218）】 

○北海道家庭医療学センター 

Facebook ： https://www.facebook.com/hcfm.jp 

ホームページ ： https://saiyo.hcfm.jp/index.html 

 

 

【第 27 回藤田プライマリケアスキルズ】 

野口善令先生「診断推論カンファレンス」 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【野口 善令 先生（藤田医科大学 総合診療プログラム 指導医、豊田地域医療センター 

教育顧問）】 

●開催日時【2021 年 5 月 29 日(土) zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/FFZ8aUKjtjthJtB57 

●申込期限【2021 年 5 月 28 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com)】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【2021 年度第 2 回聖マリアンナ医科大学救急医学 ウェブセミナー】 

●開催会場【オンライン (Webinar)】 

●開催日時【5 月 29 日 (土) 13:00-14:30】 

●プログラム 

13:00-13:05 ご挨拶 教授 藤谷茂樹 

13:05-13:35 松本純一 救急放射線レクチャー 

13:35-13:40 休憩 

13:40-14:10 内藤貴基 集中治療レクチャー 

14:10-14:30 専攻医プログラム説明：川口剛史 

https://forms.gle/5eqhvm6EtizjtfA57
https://www.hcfm.jp/blog/?p=1218
https://www.facebook.com/hcfm.jp
https://saiyo.hcfm.jp/index.html
https://forms.gle/FFZ8aUKjtjthJtB57
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


●参加対象【学生・初期研修医〜卒後 10 年目までの医師】 

●募集【先着 50 名程度】 

●参加費【無料】 

●申し込み方法【下記リンクよりお申し込みください。 

https://forms.gle/7iDAmNwKgdeFJQU78 

●問い合わせ先【聖マリアンナ医科大学 救急医学 助教 川口剛史 (tkawaguchi@marianna-

u.ac.jp)】 

 

 

【第 3 回目リウマチ膠原病コンサルセミナー】 

●開催会場【オンライン (Zoom)】 

●開催日時【5 月 20 日 (木) 19:00-20:00】 

〈申込締切日：5 月 19 日(水) 16 時まで〉 

●開催テーマ【自己炎症性疾患の診断・治療における現状と今後の展望：内科医の視点から】 

●参加対象【総合内科、小児科、家庭医、膠原病内科の先生やこれらの領域を目指す若手の先

生】 

●参加費【無料】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【基本的には医師会員限定無料のセミナーとなり、E-コンサルにご登録いただいた先生には後

日 zoom リンクを含めてご案内させていただきます 

（E-コンサル会員には資料の共有などもございます） 

https://e-consult.medii.jp/registration 

※登録には医師である確認として医籍番号（または医師免許証アップロード）が必要です。 

↓セミナーのみ登録フォームはこちら（事前登録締切 5/19 16 時まで） 

https://forms.gle/nN2To7qpnsFZdGxt7】 

●問い合わせ先【info@medii.jp 

株式会社 Medii E-コンサル運営チーム https://medii.jp 】 

 

 

【現役学生に向けた医療リスクマネージメント勉強会】 

●開催会場【オンライン（zoom）】 

●開催日時【5 月 22 日 18 時〜】〈申込締切日：5 月 22 日 15 時〉 

●開催テーマ【医療安全・医療リスクマネジメントに関するオンライン勉強会】 

●参加対象【医学生】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【doctorscareer@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 https://bit.ly/32MC4XS (Facebook ページ) 】 

【Stata ではじめるやさしい統計解析】 

●開催会場【オンライン（zoom）】 

●開催日時【2021 年 6 月 20 日（日） 10 時~17 時】〈申込日：4 月 28 日 10 時より 〉 

https://forms.gle/7iDAmNwKgdeFJQU78
mailto:tkawaguchi@marianna-u.ac.jp)%E3%80%91
mailto:tkawaguchi@marianna-u.ac.jp)%E3%80%91
https://e-consult.medii.jp/registration
https://forms.gle/nN2To7qpnsFZdGxt7
https://medii.jp/
https://bit.ly/32MC4XS


●開催テーマ【実際に使える統計知識を実践形式で学ぶ】 

●参加対象【全ての医療従事者】 

●参加費【16,500 円】 

●問い合わせ先【inference-sec@pw-co.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【リンク URL https://bit.ly/inferencehp ( 備考 

)安定したインターネット環境のご用意をお願いします】 

 

 

【亀田総合病院総合内科 第 5 回外来診療セミナー】 

●開催会場【Web 上の LIVE 配信】 

●開催日時【2021 年 5 月 16 日（日）9：15～】 

●テーマ【内科外来の common な疾患のマネジメントと明日から使える予防医療の知識を学ぶ】 

●対象【初期研修医 （またはこれから内科外来をはじめる医師） 】 

●参加費【初期研修医 3,000 円 専攻医以上 5,000 円（事前振込・参加決定された方に別途ご連

絡) 】 

●参加方法【下記セミナー募集サイトよりお申込みください】 

http://www.kameda.com/pr/seminar_gm/ 

●申込期限【2021 年 4 月 24 日（土）】 

●問い合わせ先【亀田総合病院 総合内科セミナー事務局(gim.seminar@kameda.jp)】 

 

 

【*第 1 回 内科症例検討カンファレンス*】 

●開催会場【オンライン（zoom）】 

●開催日時【*5 月 13 日（木）19:00~20:15*】 

〈申込締切日：*5/12 16 時まで* 〉 

●開催テーマ【*臨床力を上げる！不明熱の診断困難例から学ぶエッセンス*】 

●講師：【群星(むりぶし)沖縄臨床研修センター長 徳田安春先生】 

●プレゼンター：【千葉大学医学部付属病院 アレルギー・膠原病内科 古矢裕樹先生】 

●参加対象【総合内科、家庭医、全身性疾患を診ることが多い膠原病内科・感染症内科や腫瘍

内科の先生やこれらの領域を目指す若手の先生】 

●参加費【なし】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【基本的には医師会員限定無料のセミナーとなり、E-コンサルにご登録いただいた先生には後

日 zoom リンクを含めてご案内させていただきます 

（E-コンサル会員には資料の共有などもございます） 

https://e-consult.medii.jp/registration 

※登録には医師である確認として医籍番号（または医師免許証アップロード）が必要です。 

↓セミナーのみ登録フォームはこちら（事前登録締切 5/12 16 時まで） 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrO_vWlmyqbZEnIGBwuacVNWmF8iRf4gAmtsu

o639LYNtoA/viewform】 

https://bit.ly/inferencehp
http://www.kameda.com/pr/seminar_gm/
mailto:gim.seminar@kameda.jp)%E3%80%91
https://e-consult.medii.jp/registration
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrO_vWlmyqbZEnIGBwuacVNWmF8iRf4gAmtsuo639LYNtoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewrO_vWlmyqbZEnIGBwuacVNWmF8iRf4gAmtsuo639LYNtoA/viewform


●問い合わせ先【info@medii.jp 

株式会社 Medii E-コンサル運営チーム https://medii.jp 】 

 

 

【新型コロナウイルス感染症治療に対する聖マリアンナ医科大学病院の取り組み 

～ダイアモンドプリンセス号の受け入れから現在までの取り組み、第 4 波に向けて～】 

●開催会場【オンライン（Webinar）】 

●開催日時【5 月 6 日（木）19:00-20:30】 

●プログラム 

 ご挨拶 救急医学教授 藤谷茂樹 

 講演１ 救急医学助教 吉田英樹 

 講演２ クリニカルエンジニア部主事 五十嵐義浩 

 講演３ 看護部 急性・重症患者看護専門看護師 津田泰伸 

 座談会、質疑応答 

●定員【500 名（先着順）】 

●参加費【無料】 

●詳細情報【https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/news/20210427_01/】 

●申し込み方法【下記 URL よりお申し込みください。 

https://v2.nex-pro.com/campaign/24502/apply】 

協賛：Sponsored by Fisher & Paykel Healthcare KK 

 

 

【第 19 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【これからの地域総合診療医への期待～つなげる医療への道〜】 

●講師【佐々江 龍一郎 先生（NTT 東日本関東病院）】 

●日時【4 月 22 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

 

 

【集中治療室における新型コロナウイルス感染症対策 Web セミナー】 

●テーマ【集中治療室における新型コロナウイルス感染症対策 – 患者と医療者を守る ICU 感

染制御 – 】 

●演者【聖マリアンナ医科大学救急医学 助教 救命救急センター医長 吉田英樹 先生】 

●開催日時【2021 年 4 月 21 日（水）19：00～20：00】 

●参加方法【下記セミナー募集サイトよりお申込みください】 

https://medii.jp/
https://www.marianna-u.ac.jp/houjin/news/20210427_01/
https://v2.nex-pro.com/campaign/24502/apply
https://zoom.us/meeting/register/tJwucOurrDwvHNQGAHNtgBryzrU1JUMoAXN2


http://go.3M.com/2104webinarR/fsmail/ 

●スポンサー【スリーエムジャパン（株）】 

●費用【無料】 

●定員【500 名（先着順）】 

 

 

【第 26 回藤田プライマリケアスキルズ】 

小林大輝先生「ヤバレジ著者が伝授する論文の読み方 〜臨床力を UP するコツ〜」 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【小林 大輝 先生（聖路加国際大学大学院 公衆衛生学研究科）】 

●開催日時【2021 年 4 月 17 日(土) zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者 】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/WsrmAxk8hHRqN1JV9 

●申込期限【2021 年 4 月 16 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【2021 年度 第 1 回 聖マリアンナ医科大学救急医学 WEB セミナー】 

●開催内容【5 分間ティーチングの北野医師による日々の知識を「型」にして身につけるレクチャ

ー、今後の救急診療でもデフォルトの知識になるであろう COVID-19 の基礎について当院での

臨床経験豊富な森川医師のレクチャー、聖マリアンナ医科大学救急専攻医プログラム説明】 

●開催会場【Web 配信：オンライン開催】 

●開催日時【2021 年 4 月 10 日(土) 15:00～17:00】 

●対象【初期研修医（初期研修医以外の先生方もお気軽にご応募ください）】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

※後日、ご入力いただいたメールアドレス宛に参加のための URL をお送りいたします。 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwboTgE98sQK-

AMlnYtn5cZ9AbcceLpcVSCjoIT3XDjU4hqQ/viewform 

●問い合わせ先【聖マリアンナ医科大学 助教 川口剛史 ( tkawaguchi@marianna-u.ac.jp )】 

 

 

【『Medical English Hub』キックオフ・オンライントークイベント「英語で世界とつながる～言葉を学

ぶ意義～」】 

●開催内容【医療従事者や医療系学生のための英語学習・海外情報のオンラインサロン

『Medical English Hub』（めどはぶ）の開設と医療英語学習プログラムの開催を記念したオープニ

http://go.3m.com/2104webinarR/fsmail/
https://forms.gle/WsrmAxk8hHRqN1JV9
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwboTgE98sQK-AMlnYtn5cZ9AbcceLpcVSCjoIT3XDjU4hqQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwboTgE98sQK-AMlnYtn5cZ9AbcceLpcVSCjoIT3XDjU4hqQ/viewform


ング記念セミナー。キックオフ・オンライントークイベント「英語で世界とつながる～言葉を学ぶ意

義～」開催。】 

●開催会場【Web 配信：Zoom によるオンライン開催】 

●開催日時【2021 年 3 月 21 日(日) 10:00～12:00（日本時間）】 

●対象【医療従事者、医療系学生】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://ja.apsara-medicine.com/events/ying-yude-shi-jietotsunagaru-yan-yewo-xuebu-yi-yi 

 

 

【第 25 回藤田プライマリケアスキルズ】 

坂本壮先生レクチャー『研修医への LAST MESSAGE』 

●開催内容【今回は、各専門科に進む直前の研修医の方々にぜひ聞いて頂きたい、国保旭中

央病院 坂本壮先生によるレクチャー『研修医への LAST MESSAGE』です。 

・研修医のうちにこれだけはマスターしておいてほしい 

・研修修了後各科へ進んでからも、これだけは忘れないでほしい 

といった本当に大切な内容を、坂本先生の思いも込めて熱く語っていただきます。】●開催会場

【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【坂本 壮 先生（国保旭中央病院）】 

●開催日時【2021 年 3 月 13 日(土) 19:00～20:45（20:45～ オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/msne4pUrfdb489EL6 

●申込期限【2021 年 3 月 12 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【第 18 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【ふるさとを処方する～志摩市民病院院長、5 年間を振り返る～】 

●講師【江角 悠太 先生（志摩市民病院 院長）】 

●日時【3 月 11 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

https://ja.apsara-medicine.com/events/ying-yude-shi-jietotsunagaru-yan-yewo-xuebu-yi-yi
https://forms.gle/msne4pUrfdb489EL6
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】●申し込み方

法【お申込みはこちらをクリック】 

 

 

【第 12 回 JHN セミナー「内科医のための集中治療 up date」】 

～JHN・東京医科歯科大学総合診療科・集中治療部コラボ企画～ 

●日時【2021 年 2 月 27 日（土）12：00～17：45】 

●開催方法【Zoom ウェビナーにて開催（Zoom 開場 11：45）】 

●定員【500 名（予定）】 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【3,000 円】 

●共催【JHospitalist Network、東京医科歯科大学 総合診療科・集中治療部】 

●詳細案内【案内パンフレット】 

●受付サイト【https://bit.ly/JHN20210227R（イベントペイへリンクします）】 

〈申込締切日：2021 年 2 月 23 日（火）まで（定員になり次第締切）〉 

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

 

 

【第 17 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【困難な学習者にどう対応するか～研修や指導の改善に向けて～】 

●講師【大西 弘高 先生（東京大学大学院医学系研究科 医学教育国際研究センター 講師）】 

●日時【2 月 18 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-017.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

 

 

【【Community Hospital Japan Meeting #３】 

～コミュニティホスピタルのコロナ診療～】 

●講演内容【今回は『新型コロナウイルス感染症』についてお話しさせて頂きます。 

緊急事態宣言が発出された 2021 年 1 月。200 床未満の病院がコロナ診療に対して何ができる

か、ゾーニング、発熱外来設置、看護師確保、補助金、診療報酬、院内で行っていること、BCP

について etc…そして、在宅の PCR 検査のこれからなども含めた内容を大杉医師の経験を踏ま

え、病院に関わる医療従事者が聞きたい「リアル」をこちらでひも解いていきます。】 

●日時【2 月 13 日(土)：18:00〜20:00】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

https://zoom.us/meeting/register/tJcrf-itrD8vH9bwHLjE2E8epD_um0xMifwx
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2020/12/JHN12web_seminar20210227.pdf
https://bit.ly/JHN20210227R
mailto:info@hospitalist.jp%E3%80%91
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-017.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIvcOCoqTsuHtA1HEbrRdM_q892WWFnBL5f


●対象 

【・コミュニティホスピタルについて知りたい 

・コミュニティホスピタルに取り組み始めた人 

・在宅医療や総合診療について、詳しく知りたい、取り組んでいる人 

・コミュニティホスピタルなどにおける感染対策について知りたい人】 

●参加費【無料】 

●事前登録【参加登録はこちらから】 

●詳細【CHJ Facebook ページはこちらです】 

 

 

【第 16 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【プライマリ･ケアで 役に立つ Tips と手技】 

●講師【酒井 和久 先生 (東京医科歯科大学総合診療科 特任助教)】 

●日時【1 月 28 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンライン開催】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-016.pdf】 

●申し込み方法【お申込みはこちらをクリック】 

 

 

【第 24 回藤田プライマリケアスキルズ】〜ゴータム・デシュパンデ先生：ケースカンファレンス&レ

クチャー「疲労感に対するアプローチ」〜 

●開催内容【今回は、ゴータム・デシュパンデ先生によるケースカンファレンス&レクチャー「疲労

感に対するアプローチ」です。疲労感を主訴に来院した 39 歳男性のケースカンファレンス後、「疲

労感に対するアプローチ」についてのレクチャーにより理解を深めます。 

「疲労感」について学ぶ機会は少なく、全ての医師にとって臨床力向上に大きく役立つ内容と思

いますので、皆様奮ってご参加ください。尚、英語のカンファレンスですが、デシュパンデ先生は

適宜日本語も交えてレクチャー頂けます。】 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【ゴータム・デシュパンデ 先生】 

●開催日時【2021 年 1 月 16 日（土） 19:00～21:00（21:00～オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

https://forms.gle/78fjh2UYDWTBwnt69●申込期限【2021 年 1 月 15 日 AM12:00 (定員に達し次

第、募集を締め切らせていただきます)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

https://chj20210213.peatix.com/?fbclid=IwAR2CxR9zs3KJ8_OTuQolRGe8y-u2Rde1wDQ602Q-7spY8RxdaW-RboBnh0c
https://www.facebook.com/Community-Hospital-Japan-215593432554804
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-016.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJYvf-6sqDwiE9Eeaydiw1ns440zJFhWKOHQ
https://forms.gle/78fjh2UYDWTBwnt69


●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【第 15 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【総合診療医に役立つ歯科の最新基礎知識～歯科医師、歯科衛生士との連携の

ために～】 

●講師【樺沢 勇司 先生 (東京医科歯科大学健康支援口腔保健衛生学分野 教授)】 

●日時【2020 年 12 月 17 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンラインセミナー】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方が対象です。】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-015.pdf】 

●申し込み方法【https://zoom.us/meeting/register/tJUkc-6orD0qGdejk26APwF-

Kf5jjYhECmSS】 

 

 

【第 23 回藤田プライマリケアスキルズ】〜清田雅智先生「甲状腺機能の解釈について」〜 

●開催内容【今回は、飯塚病院総合診療科の清田雅智先生によるレクチャー「甲状腺機能の解

釈について」です。甲状腺疾患は様々な臨床症状と関連する一方、甲状腺機能の解釈について

体系的に学ぶ機会は少ないのが現状です。 

甲状腺について苦手意識のある医師は勿論、全ての医師にとって臨床力向上に大きく役立つ内

容と思いますので、皆様奮ってご参加ください。オンライン懇親会で清田先生と語り合いたい方を

はじめ、総合診療に興味のある全ての医師、医学生、医療従事者が対象です。皆様のご参加を

心よりお待ちしております。】 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【清田 雅智 先生（飯塚病院 総合診療科）】 

●開催日時【2020 年 12 月 19 日（土） 19:00～21:15（21:15～オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

 https://forms.gle/JP5CuKG1zxRDRLjeA 

●申込期限【2020 年 12 月 18 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきま

す)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-015.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJUkc-6orD0qGdejk26APwF-Kf5jjYhECmSS%E3%80%91
https://zoom.us/meeting/register/tJUkc-6orD0qGdejk26APwF-Kf5jjYhECmSS%E3%80%91
https://forms.gle/JP5CuKG1zxRDRLjeA


Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

【Community Hospital Japan Meeting #02 〜コミュニティホスピタルの作り方〜】 

●開催内容【『変わり続ける Community Hospital』松島和樹 先生 

  『若手が作るコミュニティホスピタル 〜半田中央病院の挑戦〜』近藤敬太 先生】 

●開催方法【オンライン開催（Zoom）】 

●開催日時【2020 年 11 月 21 日(土)：18:30〜20:00】 

●対象【・コミュニティホスピタルについて知りたい 

    ・コミュニティホスピタルに取り組み始めた人 

    ・在宅医療や総合診療について、詳しく知りたい、取り組んでいる人】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 URL よりお申込みください】 

https://communityhospital20201121.peatix.com/?fbclid=IwAR0cUV_vBfEs62pCS1RefYjNhHy9Ze

VCuFj5sFzl1DaurYQHKMviTBov6tg 

●詳細【CHJ Facebook ページ】 

https://www.facebook.com/Community-Hospital-Japan-215593432554804 

 

 

【第 14 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【プライマリ･ケアで HIV 感染症をみつけるコツ】 

●講師【赤石雄先生 (東京医科歯科大学総合診療科助教)】 

●日時【11 月 26 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●開催方法【ZOOM でのオンラインセミナー】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方が対象です。】 

●参加費【参加費無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-014.pdf】 

●申し込み方法【https://zoom.us/meeting/register/tJAsc-

mspz4sHtLnC9KscIw38VDflEJGonsw】 

 

 

【第１回：効果的指導法にお悩みの医療従事者・教員必見！Zoom ライブセミナー】 

●開催方法【Zoom ライブセミナー】 

●日時【2020 年 11 月 23 日（月／祝日）10:00am-11:30am】 

〈申込締切：定員数に達し次第締切〉 

●テーマ【新型コロナウイルス（COVID-19)の感染防止のガイドラインを基に医療施設内、学内演

習ではどのようにしたら安全で効果的な指導がスタッフや学生にできるか。シミュレーション教

https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
https://communityhospital20201121.peatix.com/?fbclid=IwAR0cUV_vBfEs62pCS1RefYjNhHy9ZeVCuFj5sFzl1DaurYQHKMviTBov6tghttp://
https://communityhospital20201121.peatix.com/?fbclid=IwAR0cUV_vBfEs62pCS1RefYjNhHy9ZeVCuFj5sFzl1DaurYQHKMviTBov6tghttp://
https://www.facebook.com/Community-Hospital-Japan-215593432554804
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-014.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJAsc-mspz4sHtLnC9KscIw38VDflEJGonsw
https://zoom.us/meeting/register/tJAsc-mspz4sHtLnC9KscIw38VDflEJGonsw


育、オンライン、e-ラーニングなどを使った指導法について、それぞれの問題点から解決策まで

をディスカッションし、指導経験の少ない方でも効果的な方法を使うことができる。】 

●参加対象【医療従事者、医療系大学教員など下記の内容に興味のある方】 

●募集人数【限定 30 名（定員に達した時点でお申込み終了）】 

●参加費【2,000 円 (税込、会員・非会員均一料金） 

  ＊会員になられた方は、オンデマンドで後ほど見られます】 

●主催【ジャパン・パシフィック・ヘルスケア】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://japanpacifichealthcare.com/seminar-info/】 

●申込先【https://japanpacifichealthcare.com/registration/】 

 

 

【 Stata ではじめるやさしい統計解析 】 

●開催方式【 オンライン（zoom）】 

●日時【 2020 年 12 月 13 日（日） 10 時 30 分~17 時 】 

〈申込期間：11 月 12 日 10 時より 〉 

●テーマ【 実際に使える統計知識を実践形式で学ぶ 】 

●参加対象【 全ての医療従事者 】 

●参加費【 16500 円 】 

●お問合先【 inference-sec@pw-co.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【リンク URL https://bit.ly/inferencehp 

     (備考)安定したインターネット環境のご用意をお願いします】 

 

 

日本集中治療医学会 感染管理委員会企画 

【集中治療室における COVID-19 感染対策セミナー（オンライン）】 

●開会内容【この度日本集中治療医学会では ICU に関わる全ての医療従事者を対象とした

COVID-19 の感染対策セミナーを開催します。ICU 以外の方が聞かれても感染制御やクラスター

対策など勉強になると思います。 

COVID-19 の発生から 10 ヶ月が経過し、当初手探りであった感染対策もいくつかのエビデンスと

各施設の経験が積まれるようになってきました。 

しかしこの感染症の発生はかなりの地域差があるため、まだ対策が進んでいなかったり経験が

少なかったりする施設も少なくありません。また、多数受け入れをしている施設でも、流行当初の

感染対策からアップデートできていない部分もあるかと思います。 

そこで今回、現状明らかになっている客観的なエビデンスを整理し、かついくつかの施設で実践

されている工夫を共有する場をつくりました。 

＜内容は 4 本立て＞ 

①ICU におけるゾーニング 

②気道管理における感染対策 

（客観的エビデンスレクチャー：山形大学の森兼啓太先生・神戸中央市民病院の瀬尾龍太郎先

生 

https://japanpacifichealthcare.com/seminar-info/
https://japanpacifichealthcare.com/registration/%E3%80%91
https://bit.ly/inferencehp


 各施設のやり方とディスカッション： 札幌医科大学、東京医科歯科大学、亀田総合病院、尼崎

総合医療センター） 

③クラスター発生の経験（うわまち病院の牧野淳先生：ICU におけるクラスター発生のインパクト

について） 

④感染管理とケアのジレンマ（聖マリアンナ医科大学の津田泰伸先生：看護師の立場から。日々

のケアや看取りなど、感染対策と提供したいケアのジレンマに関して） 】 

●開催方法【Live 配信型 WEB セミナー（事前申し込みが必要です）】 

●日時【2020 年 12 月 5 日（土） 13：00～16：00】 

●参加費【日本集中治療医学会会員 4,000 円／非会員：5,000 円 

 受付けは先着順。申込期間中であっても定員に達し次第締め切り。】 

●詳細・申込【 https://jsicm.doorkeeper.jp/events/113218 】 

 （受付期間：2020 年 10 月 26 日（月）～11 月 17 日（火）予定） 

●問合せ先【一般社団法人日本集中治療医学会 ICT 育成セミナー事務局 

（株式会社へるす出版事業部内） seminar-jsicm-jimu@herusu-shuppan.co.jp 】 

 

 

【第 22 回藤田プライマリケアスキルズ～増井伸高 先生「心電図ハンター 不整脈編」～】 

●開催内容【今回は「心電図ハンター」、「骨折ハンター」、「高齢者 ER レジデントマニュアル」な

どの著者で、救急診療の教育に大変精力的に取り組まれている増井伸高先生によるレクチャー

『心電図ハンター不整脈編』です。昨年の虚血編に引き続き、研修医や非循環器医が失神や動

悸などの心電図を目の当たりにした際にどのように対応すべきか、症例を通して学んでいきま

す。不整脈心電図のマネジメントに強くなりたい方、勉強会後のオンライン懇親会で増井先生と

語り合いたい方をはじめ、総合診療に興味のある全ての医師、医学生、医療従事者が対象で

す。皆様のご参加を心よりお待ちしております。】 

●開催会場【Web 配信：zoom ウェビナーによるオンライン開催】 

●講師【増井 伸高 先生（札幌東徳洲会病院 救急センター）】 

●開催日時【2020 年 11 月 14 日(土) 18:00～20:15（20:15～オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加方法【下記 google form よりお申し込み下さい。】 

 https://forms.gle/rTsiKaLzigsttgMd6 

●申込期限【2020 年 11 月 13 日 AM12:00 (定員に達し次第、募集を締め切らせていただきま

す)】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

●詳細【Facebook 及びホームページよりチラシ、イベントを確認できます】 

Facebook ： https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ ： https://fujita-soushin.jp/ 

 

 

https://jsicm.doorkeeper.jp/events/113218
https://forms.gle/rTsiKaLzigsttgMd6
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


【米国内科学会日本支部主催：第 1 回オンラインセミナー：米国臨床留学への第一歩を踏み出

そう】 

●テーマ【現在米国でご活躍をされている先生方を特別ゲストに迎え、グローバルに活躍するこ

とを目指す医学生・臨床医のためのセミナー】 

●講師【野木真将先生、浜畑菜摘先生、山田悠史先生、神代和明先生、筒泉貴彦先生】 

●日時【10/25(日)10:00～12:15】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【臨床留学に興味のある医学生・医療系学生・医師・その他医療従事者】 

●参加費【事前登録制（定員に達し次第締切） 

     ACP 会員：社会人の方…¥1000 ACP 会員：学生の方…無料 

     非会員：社会人の方…¥1500 非会員：学生の方…¥500】 

●詳細・申込先【https://iepc-seminar.peatix.com】 

 

 

【第 13 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【頭が痛いの？頭が悪いの？ ～unsuspected killer から common まで～】 

●講師【林寛之教授 (福井大学医学部附属病院 総合診療部)】 

●日時【10 月 22 日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分ＺＯＯＭ開場）】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【総合診療・地域医療・総合内科にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメデ

ィカルの方が対象です。】 

●参加費【無料】 

●事前登録【2 日前までの事前登録必要（登録された方に参加者 ID をお知らせ】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-013.pdf】 

●申し込み方法

【https://zoom.us/meeting/register/tJYkcuCurz8vHt2gsYx8R7Sdo0Q2iYpbgMsG】 

 

 

【医療系学生・医療従事者向けの APSARA 留学セミナー #3】 

●テーマ【日本の総合診療・医学教育をアジアに」をモットーに 2018 年からカンボジアを中心に

活動を行っている NPO による、グローバルで活躍できる人材を日本から輩出するために開催し

ている医療系学生・若手医師向けのオンラインキャリアアップセミナー（隔月開催）】 

●講師【林祥史先生（北原国際病院副院長/NPO 法人 APSARA 代表理事） 

    仁科有加先生（OECD 医療課医療政策分析官）】 

●日時【10/18(日)19 時～】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【医療系学生・若手医師向け】 

●参加費【医療従事者：1500 円／医療系学生：500 円】 

●詳細【https://www.apsara-medicine.com/】 

https://iepc-seminar.peatix.com%E3%80%91/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-013.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJYkcuCurz8vHt2gsYx8R7Sdo0Q2iYpbgMsG
https://www.apsara-medicine.com/


●問合せ先【apsaracourseongm@gmail.com】 

●申し込み先【https://apsaraseminer3.peatix.com/】 

 

 

【2020 総合大雄会病院イブニング ONLINE セミナー『君もできレジになっちゃおう！』】 

●開催会場【オンライン（ZOOM）】 

●開催日時【10 月 14 日（水）16 時～1 時間程度】 

●開催テーマ【一流総合診療医が教える明日から役立つ救急診療】 

●参加対象【研修医、医学生（学年問わず）】 

●参加費【無料 ※先着 100 名（※お申込み確認後、URL をお送りいたします。）】 

●問い合わせ先【総合大雄会病院 臨床研修センター resident-c@daiyukai.or.jp 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申込先 https://forms.gle/y6FifGceJ75Woym26】 

今後のスケジュール：②11 月 25 日（水）、③12 月 23 日（水）、④1 月 27 日（水）、⑤2 月 24 日

（水）（全て 16 時～） 

 

 

【超入門！ RStudio ではじめる医療統計】 

●開催会場【北海道大学臨床薬学棟１F セミナー室】 

●開催日時【2020 年 10 月 31 日（土） 10:00-16:00】 

〈申込締切日：2020 年 10 月 16 日（金）〉 

●開催テーマ【無料統計ソフト R を使った統計解析入門】 

●参加対象【R を使ったことがない人、使い慣れていない人】 

●参加費【22000 円】 

●問い合わせ先【sasabuchi@jichi.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968】 

 

 

【第 12 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【緩和ケアをリアルワールドに実装する〜非がん疾患編〜】 

●講師【柏木秀行先生（飯塚病院 連携医療・緩和ケア科部長）】 

●日時【2020 年 9 月 24 日(木)19:00〜20:15（18:30 ZOOM 開場）】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル対象

です。】 

●参加費【無料】 

●事前登録【必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-012.pdf】 

●申し込み方法

【https://zoom.us/meeting/register/tJApduisrjwpGNd3C4IvxNwkAUsyDg7yqQCf】 

 

https://apsaraseminer3.peatix.com/
https://forms.gle/y6FifGceJ75Woym26
mailto:sasabuchi@jichi.ac.jp
http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-012.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJApduisrjwpGNd3C4IvxNwkAUsyDg7yqQCf


 

【第 21 回 藤田プライマリケアスキルズ 研修医が明日から使える臨床知識〜樋口雅也先生「高

齢者診療の原則」〜】 

●開催内容 

【新型コロナウイルス感染拡大の影響で、5 月から Web 配信で開催しております藤田プライマリ

ケアスキルズですが、第 21 回となります今回も引き続き Web で開催致します。 

今回は、8 月に発刊されました「あめいろぐ 高齢者医療」の著者で、老年医学のエキスパートで

ある樋口雅也先生によるレクチャー「高齢者診療の原則」です。 

レクチャーでは「5Ms」や「DEEP-IN」などのフレームワークを始めとする老年医学のエッセンスを

わかりやすくお話しいただく予定です。総合診療に興味のある全ての研修医、医師、医学生、医

療従事者が対象です。多くの方の参加をお待ちしております。 

なお、今回 Web 開催のため、ご参加は先着 500 名までとさせて頂きます。】 

●開催会場【Web 配信】 

●講師【樋口 雅也 先生 

（ハーバード大学医学部 

マサチューセッツ総合病院）】 

●開催日時 

【2020 年 9 月 19 日(土) 

19 : 00〜20 : 00 樋口雅也先生レクチャー「高齢者診療の原則」 

20 : 00～20 : 30 質疑応答 

20 : 30～20 : 45 アンケート・クロージング 

20 : 45～     オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加方法 

【下記よりお申し込み下さい。（視聴可能なリンクを前日、及び当日に送らせて頂く予定です） 

 https://forms.gle/JrWbNrBppRwigc8m9】 

●申込期限【令和 2 年 9 月 18 日 AM12:00 ( 定員に達し次第、募集を締め切らせていただきま

す )】 

●定員【500 名】 

●問い合わせ先：藤田医科大学 総合診療プログラム 事務局【fujita.soushin@gmail.com】 

●Facebook【https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/】 

●ホームページ【https://fujita-soushin.jp/】 

 

 

【第 3 回 福岡 GIM カンファレンス】 

●開催日時【2020 年 9 月 12 日(土)14 時 30～】 

●開催会場【Web 配信（ZOOM）】 

●定員【80 名】 

●対象【学生・初期研修医（専攻医・スタッフも参加可）】 

https://forms.gle/JrWbNrBppRwigc8m9
mailto:fujita.soushin@gmail.com
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/


※福岡県外からの申し込みが非常に多い場合には、福岡県内の方を優先させていただくことが

あります。場合によっては参加をご遠慮させていただく可能性があることをご了承の上で申し込

みください。 

●申し込み先【https://forms.gle/3a9J8fVRKediooUe8】 

●参加費【無料】 

●タイムテーブル【 

14:30-15:00 Zoom 操作説明会（操作に慣れている方は参加不要です） 

15:00-15:10 Opening 

15:10-15:40 レクチャー①「関節痛の見方」（仮） 

15:50-16:50 症例検討 「ナイジェリアから帰国後の発熱」 

17:00-17:30 レクチャー②「スライド作成の基本」 

17:30-17:40 Closing 

18:00-20:00 Web 懇親会（Zoom を用いた Web 懇親会です。）】 

●連絡先【fukuokagimconference@gmail.com】 

●Facebook ページ【https://www.facebook.com/Fukuoka-GIM-Conference-107417723990059】 

●ホームページ【https://sites.google.com/view/fukuokagimconference】 

 

 

【JHN web セミナー2020 最新論文紹介 20 選】 

●【Zoom ウェビナーにてオンライン開催】 

●定員【300 名（予定）】 

●日時【2020 年 8 月 29 日（土）13：00～16：10（予定）】 

●テーマ【最新論文紹介 20 選 2020 年 忙しいあなたのために】 

2019 年から 2020 年にかけて出版された論文の中で、総合内科必見の論文を約 20 本厳選し紹

介します。さらに、その論文の実臨床での使い道、背景知識などをコメンテーターがまとめます。 

<紹介内容> 

・循環器系から 2 本 ・消化器系から 2 本 ・呼吸器系から 2 本 

・神経系から 1 本 ・膠原病系から 1 本 ・腎臓系・内分泌・糖尿病系から 2 本 

・老年・緩和・倫理系から 2 本 ・プライマリケア系から 2 本 

・血液・腫瘍内科から 2 本 ・感染症系から 2 本  

・集中治療系から 2 本  ・その他 2 本 

 合計 22 本紹介予定です。 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【3000 円】 

（事前に zoom のダウンロードをお願いします。開催数日前に参加 ID をお送りします。） 

※資料は事前にダウンロードできるよう準備します。 

●詳細案内【案内パンフレット】 

●受付サイト【申込みはこちらをクリック「JHNweb セミナー2020」】 

〈申込締切日：2020 年 8 月 27 日まで（定員になり次第締切）〉 

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

https://forms.gle/3a9J8fVRKediooUe8
https://www.facebook.com/Fukuoka-GIM-Conference-107417723990059
https://sites.google.com/view/fukuokagimconference
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2020/07/JHNweb_seminar2020.pdf
https://bit.ly/JHNwebseminar2020


◎コメンテーター （敬称略） 

亀田総合病院 総合内科 八重樫牧人 

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 北野夕佳、堤 建  

近畿大学病院 腫瘍内科 原谷浩司 

東京医科歯科大学 総合診療科 山田 徹 

東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学 鍋島正慶 

東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科 吉野かえで 

東京ベイ・浦安市川医療センター 感染症内科 織田錬太郎 

東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科 平岡栄治 

東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科・呼吸器内科 江原 淳 

◎論文紹介 （敬称略） 

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 橋元由紀子 

公立八鹿病院 整形外科  岩井俊介 

亀田総合病院 総合内科 大國皓平 

自治医科大学附属さいたま医療センター 総合診療科 末田敬志朗 

東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科 鎌田太郎、松尾裕一郎、平松由布季 

東京ベイ・浦安市川医療センター 腎臓・内分泌・糖尿病内科 堀川武宏 

東京ベイ・浦安市川医療センター 消化器内科 吉岡 翼 

東京ベイ・浦安市川医療センター 集中治療科 石塚紀貴 

東京ベイ・浦安市川医療センター 呼吸器内科 永井達也 

 

 

【「APSARA」主催オンラインイベント】 

●日時【2020 年 8 月 23 日(日)19:00〜21:00】 

●場所【Zoom（お申し込み後、リンクをお送りいたします）】 

●参加費【500 円】 

●講演内容【キャリア×英語】 

（講演１）世界で活躍するために不可欠なマインドセット〜未来をどう生き抜くか〜  

高橋 宏端 先生（APSARA 常務理事） 

（講演２）【プロ直伝】英語を真に体得するための習慣化と人生観  

海渡 寛記 先生（ワンアップ英会話 CEO） 

●登録方法（参加希望の方は以下参加フォームよりご登録をお願いいたします） 

【https://apsaraseminar2.peatix.com/view】 

●APSARA 詳細 

【https://www.apsara-medicine.com/】 

●その他質問等 

Gmail【apsaracourseongm@gmail.com】 

Facebook 【https://www.facebook.com/APSARAmedicine/】 

 

 

https://apsaraseminar2.peatix.com/view
https://www.apsara-medicine.com/
mailto:apsaracourseongm@gmail.com
https://www.facebook.com/APSARAmedicine/


【第 11 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【直感で始める診断推論 ―ヒューリスティックバイアスを怖れるな―】 

●講師【生坂政臣教授（千葉大学病院総合診療科）】 

●日時【2020 年 8 月 21 日(金)19:00〜20:15（18:30 ZOOM 開場）】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル対象

です。】 

●参加費【無料】 

●事前登録【必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-011.pdf】 

●申し込み方法【https://zoom.us/meeting/register/tJwud-mgrTIqGtbHixoaWDib626L0YdyB-

W2】 

 

 

【「コロナ禍における国際活動」オンラインセミナー】 

●開催会場【Zoom ミーティング】 

●開催日時【2020 年 8 月 6 日（木）19 時 00 分～20 時 00 分】 

〈申込締切日：2020 年 8 月 6 日（木）17 時 00 分〉 

●開催テーマ【コロナ禍における国際活動】 

■若井俊明［ミシガン大学医学部家庭医学科］ 

■Shadia Constantine ,MD,FACP,MPH［札幌徳洲会病院］ 

■田邊 康［国境なき医師団］ 

●参加対象【医学生・初期研修医・後期研修医（専攻医）等】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【Primarycenter@satutoku.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://forms.gle/2BzNYKxD5dehDugW8】 

 

 

【第 20 回藤田プライマリケアスキルズ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

●開催内容 

【新型コロナウイルス感染拡大の影響で、5 月から Web 配信で開催しております藤田プライマリ

ケアスキルズですが、第 20 回となります今回も皆様のご希望にお応えして Web で開催致しま

す。 

今回は、あの「糖尿病診療ハンドブック」の著者で、プライマリケア医への糖尿病診療の教育に大

変熱心に取り組まれている岩岡秀明先生によるレクチャー「一般外来における糖尿病診療のポ

イント」です。 

現在、全国の多くの医療従事者が不安を抱えながら日々の業務に当たり、勉強会なども参加し

にくい状況かと思います。今回の講義で、外来で避けて通ることのできない重要な疾患である糖

尿病について皆で深く学び、明日の臨床に繋げていただけましたら幸いです。総合診療に興味

のある全ての研修医、医師、医学生、医療従事者が対象です。多くの方の参加をお待ちしており

http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-011.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJwud-mgrTIqGtbHixoaWDib626L0YdyB-W2%E3%80%91
https://zoom.us/meeting/register/tJwud-mgrTIqGtbHixoaWDib626L0YdyB-W2%E3%80%91
mailto:Primarycenter@satutoku.jp
https://forms.gle/2BzNYKxD5dehDugW8%E3%80%91


ます。 

なお、今回 Web 開催のため、ご参加は先着 500 名までとさせて頂きます。】 

●開催会場【Web 配信】 

●講師【岩岡 秀明 先生（船橋市立医療センター 代謝内科部長）】 

●開催日時 

【2020 年 7 月 18 日(土) 

19 : 00〜20 : 00 岩岡秀明先生レクチャー「一般外来における糖尿病診療のポイント」 

20 : 00～20 : 30 質疑応答 

20 : 30～20 : 45 アンケート・クロージング 

20 : 45～     オンライン懇親会（自由参加）】 

●対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●参加申込【https://bit.ly/2z5xKYv】 

●定員【500 名】 

●申込期限【2020 年 7 月 17 日 AM12:00 ( 定員に達し次第、募集を締め切らせていただきま

す )】 

●問い合わせ先：藤田医科大学 総合診療プログラム 事務局【fujita.soushin@gmail.com】 

●Facebook【https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/】 

●ホームページ【https://fujita-soushin.jp/】 

 

 

【第 10 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【訪問診療での PCR のリアル】 

●講師【長嶺 由衣子助教 （東京医科歯科大学総合診療科）】 

●日時【2020 年 7 月 16 日(木)19:00〜20:15（18:30 ZOOM 開場）】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル対象

です。】 

●参加費【無料】 

●事前登録【必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

●パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-010.pdf】 

●申し込み方法

【https://zoom.us/meeting/register/tJAvdeCtrz8rEtKtfumfUFBuBEtjFL1gWZkv】 

 

 

【第 9 回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【どうなる、これからの日本の医療？！～エビデンスから予想する～】 

●講師【竹村 洋典教授 （東京医科歯科大学総合診療科）】 

●日時【2020 年 6 月 25 日(木)19:00〜20:15（18:30 ZOOM 開場）】 

●場所【ZOOM でのオンライン開催になります。】 

https://bit.ly/2z5xKYv
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2020/2020-010.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJAvdeCtrz8rEtKtfumfUFBuBEtjFL1gWZkv


●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル対象

です。】 

●参加費【無料】 

●事前登録【必要（登録された方に参加者 ID をお知らせいたします）】 

●申込方法、パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/index.html】 

 

 

【第 19 回藤田プライマリケアスキルズ〜三銃士 presents! 危険なサインを見抜く術！〜】 

●開催内容 

【毎回大好評の三銃士企画、今回も坂本壮先生、高橋宏瑞先生、鎌田一宏先生による「危険な

サインを見抜く術」です！ 

それぞれの分野でご活躍の先生方に医師にとって大切な危険なサインを見抜く術についてプレ

ゼン頂き、受講されている方からの質問も受け付けて理解を深めていきます！ 

また、スペシャルトークセッションでも三人にご登壇頂き、受講されている方からの質問について

ディスカッションして頂く予定です。】 

●開催会場【Web 配信（Zoom）】 

●開催日時【2020 年 6 月 13 日(土)19:00〜21:00】 

●参加申込【https://forms.gle/vmi4oAWySNV4u27g6】 

※参加申込を頂いた方に Zoom のリンクを送らせて頂きます。 

●参加資格【研修医、医師、医学生、医療従事者】 

※今回 Web 開催のため、ご参加は先着 1000 名までとさせて頂きます。 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先：藤田医科大学 総合診療プログラム 事務局【fujita.soushin@gmail.com】 

●ホームページ【https://fujita-soushin.jp/】 

 

 

【第 18 回藤田プライマリケアスキルズ〜岡秀昭先生：COVID-19 診療の原則〜】 

●開催内容 

【あの「感染症プラチナマニュアル」の著者である岡秀昭先生によるレクチャー「COVID-19 診療

の原則」です。 

 現在、全国の多くの医療従事者が不安を抱えながら日々の業務に当たっている状況と思いま

す。 

 今回の講義で知識を再確認、整理し、明日の臨床に繋げていただけましたら幸いです。 

 総合診療に興味のある全ての研修医、医師、医学生、医療従事者が対象です。多くの方の参

加をお待ちしております。】 

●開催会場【Web 配信（Zoom）】 

●開催日時【2020 年 5 月 16 日(土)19:00〜20:45】 

●参加申込【https://bit.ly/3aKwira】 

※参加申込を頂いた方に Zoom のリンクを送らせて頂きます。 

●参加資格【研修医、医師、医学生、医療従事者】 

http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/index.html
https://forms.gle/vmi4oAWySNV4u27g6
https://fujita-soushin.jp/
https://bit.ly/3aKwira


※今回 Web 開催のため、ご参加は先着 1000 名まで（増員しました）とさせて頂きます。 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先：藤田医科大学 総合診療プログラム 事務局【fujita.soushin@gmail.com】 

●ホームページ【https://fujita-soushin.jp/】 

 

 

【福岡 GIM カンファレンス】 

●開催会場【Web 配信】 

●開催日時【2020 年 5 月 9 日(土)14 時】 

〈申込締切日：2020 年 5 月 2 日(土)〉 

●開催テーマ【福岡の総合内科医の横のつながりを作る！若手に総合内科の面白さを伝え

る！】 

●参加対象【学生、初期研修医(専攻医・スタッフも参加可)】 

●参加費【無料】 

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

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

●申し込み先【https://forms.gle/u2HkHdMjh1HhYbvD9】 

 

 

【第 7 回救急×緩和ケアセミナー】 

●開催会場【済生会福岡総合病院 14 階会議室】 

●開催日時【2020 年 3 月 28 日（土）】 

●申込み【https://forms.gle/VpTiXqkKgMxBkbna9】 

●申込み締め切り日【3 月 20 日（金） ※満席になり次第終了】 

●開催テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医  6 年目以上は空きがあれば参加可能です  定員：

50 名程度】 

●参加費【医学生無料 医師 2,000 円】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

●詳細情報【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12561772638.html 】 

 

 

【第 13 回 POCUS（Point of care Ultrasound)3 月高槻コース（2020 年第 1 回）】 

【開催中止】※COVID-19 の感染拡大等による影響を考慮し、中止となりました。 

※POCUS コースは日本病院総合診療医学会認定コースです。 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

●会場【高槻病院（〒569-1192 大阪府高槻市古曽部町 1 丁目 3 番 13 号）】 

●日時【開催中止】 

※7 日（土） 13:30～18:30 ※8 日（日） 8:30～13:00 

https://fujita-soushin.jp/
https://sites.google.com/view/fukuokagimconference
https://forms.gle/u2HkHdMjh1HhYbvD9
https://forms.gle/VpTiXqkKgMxBkbna9
https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12561772638.html


〈申込締切日：2 月 6 日まで  募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

す。） 

＜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 

・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【29,000 円】（7 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円） 

●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】 

●インストラクター名簿【インストラクター一覧】 

●受付サイト【【開催中止】】 

 

 

【第 12 回 JHN セミナー「内科医のための血液診療アップデート」】 

【開催中止】※COVID-19 の感染拡大等による影響を考慮し、中止となりました。 

●会場【埼玉医科大学 かわごえクリニック】 

 （http://www.kc.saitama-med.ac.jp） 

●定員【100 名（予定）】 

●日時【開催中止】 

●テーマ【「内科医のための血液診療アップデート」】 

特別講演では東京医科大学より天野景裕教授にお越しいただき、「凝固検査の賢い使い方」に

ついてお話しいただきます。 

また、末梢血塗抹検査や骨髄検査といったなかなか普段落ち着いて考えることの少ない検査に

ついて、 

血小板減少、好酸球増多、リンパ節腫脹といった内科医としてよく出会う症候についてなど、 

総合内科医として身につけておきたい血液学について盛りだくさんでお届けします。 

ぜひ奮ってご参加ください。 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/POCUS20200307_08.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2020/01/web_inst_list202003_takatsuki.pdf
http://www.kc.saitama-med.ac.jp/


●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【１万円（懇親会費別途 5000 円）】 

●共催【JHospitalist Network、埼玉医科大学総合診療内科】 

●詳細案内【案内パンフレット】 

●受付サイト【【開催中止】】 

〈申込締切日：2020 年 2 月 14 日まで（定員になり次第締切）〉 

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

 

 

【第２回日本臨床写真学会学術集会】 

【開催延期】※COVID-19 の感染拡大等による影響を考慮し、延期となりました。詳細は別途発

表予定です。 

●テーマ【System 1 の思考を磨こう！】 

●会期【2020 年 2 月 29 日（土）11:15-16:45】【開催延期】 

●大会長【佐田竜一先生（天理よろづ相談所病院 総合診療教育部/感染症管理センター医

員）】 

●副大会長【忽那賢志先生（国立国際医療研究センター国際感染症センター国際感染症対策室

医長）】 

●会場【天理よろづ相談所病院 南棟７階講堂】 

●会費【1,500 円】 

●プログラム 

基調講演：片田圭宣先生（堺市立総合医療センター リウマチ膠原病内科 部長） 

一般演題：Clinical Picture クイズ（公募） 

●演題登録フォーム【https://forms.gle/VQm2fE1QzSZvH6Zv6 】 

●参加登録フォーム【https://forms.gle/VpZXNvJf1yGYFpac6 】 

●締切【2020 年 1 月 10 日（金）】 

写真だけでなく動画での応募も可能です。 

演題投稿にあたっては、必ず写真の元となる患者さんご自身の許可をもらうようにしてください。 

●採否【2020 年 1 月 13 日（月）にご連絡させていただきます。皆様のご応募を心よりお待ちして

おります。】 

 

 

【第８回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【レジリエンスの鍛え方 折れないこころを育むには】 

●講師【杉原 桂先生（ユアクリニック秋葉原院長）】 

●日時【2020 年 2 月 20 日（木）19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1（〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-

45）】 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/12/JHN_12_kawagoe_20200229.pdf
mailto:info@hospitalist.jp%E3%80%91
https://forms.gle/VQm2fE1QzSZvH6Zv6
https://forms.gle/VpZXNvJf1yGYFpac6


●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル】 

●参加費【無料】 

●事前登録【不要】 

●詳細案内【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/】 

●詳細パンフレット【http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-008.pdf】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書 secretary2.fmed@tmd.ac.jp 】 

 

 

【Stata ではじめるやさしい統計解析】 

●開催会場【マッシュアップスタジオ（東京都文京区湯島 2-21-25 SKY ビル）】 

●開催日時【2020 年 2 月 9 日（日） 10 時 30 分~17 時】 

〈申込日：1 月 9 日 10 時~ 1 月 31 日〉 

●開催テーマ【実際に使える統計知識を実践形式で学ぶ】 

●参加対象【全ての医療従事者】 

●参加費【16,500 円】 

●問い合わせ先【inference-sec@pw-co.jp】 

●詳細情報【http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968】 

 

 

【T&A マイナーエマージェンシー】 

●日時【令和 2 年 1 月 26 日（日）10:00〜17:00（受付開始 9:30-）】 

●会場【ミッドランドスクエア 25 階会議場（名古屋駅すぐ）https://goo.gl/maps/QagLMVjL8wp】 

●コース内容 

【眼科（眼表面異物）、耳鼻科（鼻出血、耳異物）、皮膚科（軽度熱傷、動物咬傷）、整形外科（手

をついた、足をひねった）を講義とロールプレイで学習。 

夜間当直時間帯にすぐに処置が必要な外科系救急疾患の適切な拾いあげ・専門家への紹介・

軽症例の場合のマネジメントについての修得を目指す】 

●対象 

【軽症外科系疾患の初期診療に従事する医師・医療従事者（経験・学年不問） 

（基本的に夜間救急診療所や規模の小さい病院で全科当直を担うこととなる内科医を想定。 

但しこのような領域の診療に興味がある方はどなたでも歓迎）】 

●募集定員 

【公募定員 40 名（先着順） 

今回の正規参加者には、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

単位が付与】 

●参加費【15,000 円（テキスト代、弁当込み）】 

●申し込み 

【2019 年 12 月 10 日(火)18 時から開始となります。以下のサイトからお申し込みください。 

https://bit.ly/2DVkvZc】 

●問い合わせ先【T&A マイナーエマージェンシーコース事務局 

http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-008.pdf
http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968
https://goo.gl/maps/QagLMVjL8wp
https://bit.ly/2DVkvZc


tanda.minor.emergency@gmail.com 】 

●コース詳細【http://minoremergency.club/course/ 】 

●これまでの活動履歴など 

【T&A マイナーエマージェンシーFacebook ページ 

https://www.facebook.com/TandAminoremergency/ 

T&A マイナーエマージェンシーホームページ http://minoremergency.club/ 】 

 

 

【超入門！RStudio ではじめる医療統計】 

●開催会場【東京医科歯科大学 MD タワー9F 講義室 4】 

●開催日時【2020 年 1 月 25 日（土）】 

〈申込締切日：2020 年 1 月 17 日〉 

●開催テーマ【学会発表や論文執筆のために R を使えるようになる】 

●参加対象【全ての医療従事者】 

●参加費【11,000 円】 

●問い合わせ先【inference-sec@pw-co.jp】 

●申込み【http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968】 

 

 

【第７回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【出来る！外来で行う予防医療最前線】 

●講師【八重樫牧人先生（亀田総合病院 総合内科 部長）】 

●日時【2020 年 1 月 16 日（木）19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1（〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-

45）】 

●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル】 

●参加費【無料】 

●事前登録【不要】 

●詳細案内【パンフレット http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-007.pdf】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書 secretary2.fmed@tmd.ac.jp 】 

 

 

【第 15 回 藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

●講師【清田 雅智 先生（飯塚病院 総合診療科）】 

●日時【2019 年 12 月 21 日（土）】 

13 : 30〜14 : 00 受付 

14 : 00〜15 : 30 清田先生レクチャー「抗菌薬はどういうところで使わないのか」 

15 : 40〜16 : 40 内科ケースカンファレンス 

16 : 40〜16 : 50 アンケート・クロージング 

17 : 00〜 懇親会（ 名古屋駅周辺 ） 

http://minoremergency.club/course/
https://www.facebook.com/TandAminoremergency/
http://minoremergency.club/
http://webpark1262.sakura.ne.jp/wordpress_2/?page_id=1968
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-007.pdf


●会場【ウインクあいち 1104 号室（名古屋市中村区名駅 4-4-38）】 

アクセス：名古屋駅徒歩 5 分  

公式サイト：http://www.winc-aichi.jp/access/ 

●参加対象【総合診療に興味のあるすべての研修医、医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●持ち物【特に無し】 

●申込先【右記 URL ( https://bit.ly/36edDTs ) へアクセスいただき、google form からお申込み

ください】 

●詳細案内 

【Facebook https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 

ホームページ https://fujita-soushin.jp/】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局 fujita.soushin@gmail.com 】 

 

 

【第６回総合診療セミナー in お茶の水】 

●講演タイトル【「老年医学 update」高齢患者の機能低下～フレイルへの多面的なアプローチ

～】 

●講師【馬渕 卓先生（東京医科歯科大学総合診療科助教）】 

●日時【2019 年 12 月 19 日（木）19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1（〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-

45）】 

●対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル】 

●参加費【無料】 

●事前登録【不要】 

●詳細案内【パンフレット http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-006.pdf】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書 secretary2.fmed@tmd.ac.jp 】 

 

 

【第 12 回 POCUS（Point of care Ultrasound)12 月東京医科歯科大学コース（2019 年第 4 回）】 

※POCUS コースは日本病院総合診療医学会認定コースです。 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

●会場【東京医科歯科大学（〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45）】 

●日時【2019 年 12 月 14 日（土）～15 日（日）】 

※14 日（土） 13:30～18:30 ※15 日（日） 8:30～13:00 

〈申込締切日：11 月 14 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

http://www.winc-aichi.jp/access/
https://bit.ly/36edDTs
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-006.pdf


す。） 

＜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 

・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【29,000 円】（5 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円）●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】 

●インストラクター名簿【ディレクター、インストラクター名簿】 

●受付サイト【申込受付サイトはこちらをクリックしてください「POCUS 12 月コース」】 

 

 

【第 6 回救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【済生会福岡総合病院 14 階会議室 】 

●日時【2019 年 12 月 7 日（土）13 時半開場 14 時開始 18 時 40 分終了予定】 

〈申込締切日：12 月 5 日 ※満席になり次第終了〉 

●テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医（6 年目以上の医師、看護師の方は席に空きがあれば

参加可能です）】 

●定員【50 名程度】 

●参加費【医学生無料 医師 2000 円】 

●詳細案内【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12521609175.html】 

● 申込先【右記 google フォームからお願いします。https://forms.gle/TcLexeGp2wZChxFn9】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

 

 

【世界抗菌薬啓発週間セミナー  

「DON’T GUESS, KNOW. 急性重症感染症における網羅的な迅速診断の有用性」】 
●日時【１１月２２日（金） 19 時～21 時】 

●参加費【無料（事前申し込み）】 

●場所：【野村コンファレンスプラザ新宿 新宿野村ビル 48F 新宿区西新宿 1-26-2】 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/09/POCUS20191214_15.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/11/web_inst_list201912_TMDU.pdf
http://bit.ly/pocus20191214-15bosyu
https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12521609175.html
https://forms.gle/TcLexeGp2wZChxFn9
http://www.nc-plaza.com/shinjyuku/access.html


●セミナーの詳細：【案内リーフレットはこちらをクリックしてください】 

●セミナー申込み：【以下サイトより、お申し込みください。 

https://www.biomerieux-jp.net/seminar/】 

●主催：【ビオメリュー・ジャパン株式会社】 

●座長：【聖マリアンナ医科大学救急医学 教授 藤谷 茂樹先生】 

① 演題：『敗血症診療における遺伝子迅速診断の活用と落とし穴』 

演者： 日立総合病院 救急集中治療科・総合内科・感染症科 医長 橋本 英樹先生 

② 演題：『Meningitis/Encephalitis syndromic testing: the neurologist’s point of view.』 

演者： Dr. Kristen Assad ? TriStar Centennial Medical Center, TN, USA 

③ 演題：『The diagnostic value of rapid syndromic testing in lower respiratory tract infections.』 

演者： Dr. Tufik Assad – Williamson Medical Center, TN, USA  

 

 

【第５回総合診療セミナー in お茶の水】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1】 

http://www.tmd.ac.jp/outline/access/ 

●日時【１１月２１日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●講師【船越拓先生（東京ベイ浦安市川医療センター 救急・集中治療科部長）】 

●講演タイトル【画像検査がなくてもここまでわかる！自分が目を回さないためのめまい診療】 

●参加対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル

対象】 

●参加費【無料（事前登録不要）】 

●詳細案内【パンフレットはこちらをクリックしてください】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書（secretary2.fmed@tmd.ac.jp）】 

 

 

【堺・淀キリ合同セミナー】 

●会場【あべのハルカス 25 階 貸会議室】 

●日時【１１月１６日（土） 13 時～16 時】 

●テーマ 

【2019 年 11 月 16 日、堺市立総合医療センターと淀川キリスト教病院の内科レジデントが協力し

て勉強会を開催します。当院と淀川キリスト教病院は連携施設としてお互い専攻医を派遣してお

り、協力して内科医の育成を行っております。今回の勉強会では、私達の後期研修の魅力を伝

えるべく、普段から当院で行っているレクチャー、症例検討会を用意しました。また、当院総合内

科ではプロブレムリストを立てる上で定められた方法に則りプロブレムを記載する「総合プロブレ

ム方式」を使用しております。こちらに関しても今回の勉強会にて知っていただければと考えてお

ります。 

主な対象としては 3 年目以降に内科の選考をお考えの初期研修医の先生となっております。内

科のプログラムの内容も含めて当院および淀川キリスト教病院について是非知っていただけれ

ば幸いです。】 

http://www.biomerieux-jp.net/wp/wp-content/uploads/2019/10/20191122_2F518-1_Seminar.pdf
https://www.biomerieux-jp.net/seminar/
http://www.tmd.ac.jp/outline/access/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-005.pdf


●参加対象【初期研修医、学生（後期研修医以上の学年の先生方もお待ちしております）】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【ap.yuka.126@gmail.com】 

●参加方法【記アドレスに名前、所属、学年/勤続年数、性別、懇親会参加の有無 を記載してメ

ールを送信してください】 

●詳細情報【https://www.facebook.com/events/2120781884895497/に詳細を記載しておりま

す。（facebook のアカウントがない方は閲覧できない可能性がありますので、閲覧できない場合

はお問い合わせいただければ幸いです。）】 

 

 

【第４回総合診療セミナー in お茶の水】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1】 

http://www.tmd.ac.jp/outline/access/ 

●日時【１０月３１日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●講師【羽田野義郎先生（東京医科歯科大学総合診療科 助教）】 

●講演タイトル【７つのコアコンピテンシーで高める！感染症外来診療術 ～外来での抗菌薬の

諸問題に光を当てる～】 

●参加対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル

対象】 

●参加費【無料（事前登録不要）】 

●詳細案内【パンフレットはこちらをクリックしてください】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書（secretary2.fmed@tmd.ac.jp）】 

 

 

【第 23 回北海道 GIM カンファレンス】 

●会場【手稲渓仁会ビル K301 会議室】 

http://www.tmd.ac.jp/outline/access/ 

※駐車場は 1 時間毎に 100 円（ただし、はじめの 30 分は無料）です 

●日時【10 月 26 日(土)14:00～17:10】 

●参加費【500 円（学生無料）】 

●詳細案内【Google メーリングリスト】【Line Group】 

●問い合わせ先【世話人（hokkaidogimc@gmail.com）】 

 

 

【第 7 回福岡 PEEC コース@九州大学】 

● 会場 【九州大学病院（https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/access/）】 

● 日時 【2019 年 10 月 26 日（土）12：30～17：20（受付開始 12：00）】 

● テーマ 【救急医療における精神症状評価と初期診療】 

● 参加対象【20 名程度。救急外来や救急病棟の医療スタッフ（特に、研修医と看護師）を中心

に、精神保健福祉士、心理士、保健師、救急隊員、医療系学生など】 

https://www.facebook.com/events/2120781884895497/
http://www.tmd.ac.jp/outline/access/
http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-004.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MG-nbkLDHxkEX_pO3vdv7rp9jRwX8qwk
http://goo.gl/GBHzfn
http://nav.cx/1h8SscD
https://www.hosp.kyushu-u.ac.jp/access/


（※要申込、定員超過の場合には職種を考慮して事務局で調整します） 

● 参加費 【8000 円】 

● 問い合わせ先【第 7 回福岡 PEEC コース事務局（f-peec@npsych.med.kyushu-u.ac.j）】 

● 申込先【https://jsem.me/trainingcourse/3223.html】 

● 詳細情報【https://jsem.me/training/peec.html】 

 

 

【第 11 回 POCUS（Point of care Ultrasound)10 月埼玉医科大学・川越コース（2019 年第 3 回）】 

※POCUS コースは日本病院総合診療医学会認定コースです。 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

●会場【埼玉医科大学かわごえクリニック（埼玉県川越市脇田本町 21-7）】 

●日時【2019 年 10 月 5 日（土）～6 日（日）】 

※5 日（土） 13:30～18:30 ※6 日（日） 8:30～13:00 

〈申込締切日：9 月 5 日まで  延長しました（9 月 21 日まで） 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

す。） 

＜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 

・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【29,000 円】（5 日（土）懇親会あり：別途 5,000 円） 

●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】 

●インストラクター名簿【準備中】 

●受付サイト【申込受付サイトはこちらをクリックしてください「POCUS 10 月埼玉医科大学・川越

コース」】 

 

https://jsem.me/trainingcourse/3223.html
https://jsem.me/training/peec.html
mailto:info@hospitalist.jp
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/07/POCUS20191005_06.pdf
http://bit.ly/jhn-pocus201910kawagoe
http://bit.ly/jhn-pocus201910kawagoe


 

【第 14 回 藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

● 会場 【ウインクあいち 1104 号室（住所：名古屋市中村区名駅 4-4-38）。名古屋駅徒歩 5

分】http://www.winc-aichi.jp/access/ 

● 日時 【令和元年 10 月 4 日 ( 金 )】 

● 講師 【坂本 壮 先生（国保旭中央病院 救命救急科）】 

● テーマ 【今回は、三銃士から坂本壮先生をお招きし、「意識障害・失神・痙攣」といったＥＲ/

一般外来でよく遭遇する疾患に対し、救急・総合診療の観点からプレゼンバトルを行います。そ

れぞれのセッティングでどのようなポイントに気を付けて診療を行えば良いのか、一緒に学びを

深めましょう。この 1 日で「意識障害・失神・痙攣」を診るのが楽しくなるはずです。「意識障害・失

神・痙攣」の対応を学びたい方は勿論、勉強会後の懇親会で坂本先生と夢を熱く語り合いたい方

をはじめ、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。】 

● 参加対象【「研修医が明日から使える臨床知識」と銘打ってはおりますが、総合診療に興味

のある全ての医師、医学生、医療従事者が対象です】 

● 参加費・懇親会費【無料】 

● 持ち物 【特にございません 】 

● 問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com)】 

● 申込先【右記 google フォームからお願いします。https://bit.ly/2KPBL55】 

● 詳細情報【Facebook: https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/ 】 

【ホームページ: https://fujita-soushin.jp/】 

 

 

【第 39 回セデーションコース＠札幌｜第 5 回】 

●会場【医療法人徳洲会札幌徳洲会病院内 （交通アクセス）】 

●日時【2019 年 9 月 29 日（日）9 時 00 分～17 時 00 分】 

〈申込締切日：募集定員（20 名）に達するまで〉 

●テーマ【”処置時の鎮静及び鎮痛”に関するシミュレーションコース】 

●参加対象【医師・研修医、歯科医師、看護師、薬剤師、医学生】 

●参加費【医師・研修医、歯科医師｜￥8,000 円、看護師、薬剤師、医学生｜￥5,000 円】 

●詳細案内【http://psa-society-japan.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=27667】 

● 申込先【右記 google フォームからお願いします。https://forms.gle/E9wUAwWFoVr58MKAA】 

●問い合わせ先【dr-edu-satutoku@tokushukai.jp】 

 

 

【第３回総合診療セミナー in お茶の水】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1】 

http://www.tmd.ac.jp/outline/access/ 

●日時【９月２６日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●講師【山田徹先生（東京医科歯科大学総合診療科 講師）、高橋宏瑞先生（順天堂大学総合

診療科 助教）】 

http://www.winc-aichi.jp/access%22
mailto:fujita.soushin@gmail.com
https://bit.ly/2KPBL55
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://fujita-soushin.jp/
https://www2.satutoku.jp/introduction/access.html
http://psa-society-japan.kenkyuukai.jp/special/index.asp?id=27667
https://forms.gle/E9wUAwWFoVr58MKAA
mailto:dr-edu-satutoku@tokushukai.jp%E3%80%91
http://www.tmd.ac.jp/outline/access/


●講演タイトル【病棟・外来・往診で明日から使える！ 肺エコーと下肢血管エコーの基本】 

●参加対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル

対象】 

●参加費【無料（事前登録不要）】 

●詳細案内【パンフレットはこちらをクリックしてください】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書（secretary2.fmed@tmd.ac.jp）】 

 

 

【第 11 回 JHN セミナー「心不全」】 

●会場【佐賀大学鍋島キャンパス（佐賀駅からバスで 25 分）】 

http://www.saga-u.ac.jp/access/ 

●日時【2019 年 9 月 16 日（月・祝）8：30－15：15（予定）】 

〈申込締切日：2019 年 8 月 31 日まで 2019 年 9 月 10 日 12 時まで延長しました（定員になり次

第締切）〉 

●テーマ【「総合内科医のための心不全セミナー」】 

今回は「心不全」を取り上げます。みなさまが感じておられるように高齢化社会に伴い心不全患

者が急増しています。COPD、悪性腫瘍、認知症など合併疾患も多く総合内科医が診療する機会

も今後、ますます増えると思います。ぜひふるってご参加ください。 

＜セミナー内容予定（変更する可能性あり）＞ 

１．心不全 overview 

２．ＥＲで考えること：3 つの軸 

３．急性心不全で常に冠動脈造影は必要か。 

４．急性心不全ピットフォール 弁膜症緊急症 

５．HFrEF(収縮不全型心不全)の基本 

６．HFpEF(収縮力維持された心不全)の基本 

７．予後 

８．心腎症候群 

９．ケース１ 

10．ケース２ 

※参考図書：メディカル・サイエンス・インターナショナル社発行 雑誌『Hospitalist』＜心不全＞●

参加対象【医学生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【10,000 円】 

（昼食弁当代（希望者のみ）：別途 1,000 円 ） 

●共催：JHospitalist Network、日本病院総合診療医学会、佐賀大学医学部附属病院総合診療

部 

●詳細案内【パンフレットはこちらをクリックしてください http://bit.ly/jhn11_2019_09_16】 

●参加登録申込先（リンク先 URL） 

【申込受付サイトはこちらをクリックしてください「JHN セミナー佐賀大」】 

 

 

http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-003.pdf
mailto:secretary2.fmed@tmd.ac.jp%EF%BC%89%E3%80%91
http://www.saga-u.ac.jp/access/
http://bit.ly/jhn11_2019_09_16
https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000000935246753&EventCode=5035888585


【南阿蘇鉄道 EBM】 

● 会場 【南阿蘇 久木野温泉 四季の森】 

● 日時 【2019 年 8 月 31 日―2019 年 9 月 1 日】 

● 講師 【南郷栄秀先生（JCHO 東京城東病院総合診療科）】 

● テーマ 【今回の企画は「九州で学生さん向けの EBM 勉強会を開催する」「熊本地震で被災し

た南阿蘇鉄道の復旧を支援する」「南阿蘇鉄道と阿蘇の大自然を満喫する」のが目的です。】 

● 参加対象【25 名 医師、医学生】 

● 参加費 【医学生：12000 円（宿泊費込み）、医師：25000 円（宿泊費込み） 】 

● 問い合わせ先【naz-kanazawa@umin.ac.jp】 

● 申込先・詳細情報【https://sites.google.com/view/minamiaso-ebm2019/】 

 

 

【第 5 回救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【済生会福岡総合病院 14 階会議室】 

●日時【2019 年 8 月 31 日（土）14:00～18:30】 

〈申込締切日：8 月 30 日 ※満席になり次第終了〉 

●テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

「集中治療領域における ACP と緩和ケア」という最先端の話題を東京ベイ浦安市川医療センタ

ーの則末泰博先生より、「Patient Centered Care」の理論と実践を順天堂大学医学部 総合診療

科 Gautam Deshpande 先生からご講演いただきます。 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医  6 年目以上は空きがあれば参加可能です  定員：

50 名程度】 

●参加費【医学生無料、医師 2000 円】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

●申込先：

【https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuK0jgOxvk2EMM5bw1fsrTZuWyedKCnWUzEqb

Uy_tk1uZMow/viewform】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12460324191.html】 

 

 

【第２回総合診療セミナー in お茶の水】 

●会場【東京医科歯科大学 MD タワー2F 共用講義室 1】 

http://www.tmd.ac.jp/outline/access/ 

●日時【８月２２日（木） 19 時～20 時 15 分（18 時 30 分開場）】 

●講師【井出広幸先生（奏愛会 信愛クリニック院長）】 

●講演タイトル【「『えっと、検査は正常でした 』『先生 、じゃあどうしてこんなに痛いんです

か？ 』～不定愁訴はなぜ生じるのか、その深層と解決策～」 】 

●参加対象【総合内科・総合診療にご興味のある、医師・医学生・看護師等すべてのコメディカル

対象】 

●参加費【無料（事前登録不要）】 

mailto:naz-kanazawa@umin.ac.jp%E3%80%91
https://sites.google.com/view/minamiaso-ebm2019/%E3%80%91
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuK0jgOxvk2EMM5bw1fsrTZuWyedKCnWUzEqbUy_tk1uZMow/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuK0jgOxvk2EMM5bw1fsrTZuWyedKCnWUzEqbUy_tk1uZMow/viewform
https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12460324191.html%E3%80%91
http://www.tmd.ac.jp/outline/access/
http://www.tmd.ac.jp/outline/access/


●詳細案内【パンフレットはこちらをクリックしてください】 

●問い合わせ先【東京医科歯科大学総合診療科医局秘書（secretary2.fmed@tmd.ac.jp）】 

 

 

【 第 10 回 POCUS（Point of care Ultrasound)7 月名古屋コース（2019 年第 2 回）】 

※POCUS コースは日本病院総合診療医学会認定コースです。 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

● 会 場 【ミッドランドスクエア会議室（名古屋市中村区名駅 5-1-1）】 

● 日 時 【2019 年 7 月 20 日（土）-21 日（日）】 

※20 日（土） 13:30～18:30 ※21 日（日） 8:30～13:00 

〈申込締切日：6 月 20 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

す。） 

＜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 

・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【29,000 円】（21 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円）●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】 

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター一覧】 

●受付サイト【申込受付サイトはこちらをクリックしてください「POCUS 7 月名古屋コース」】 

 

 

【 第 12 回 藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

● 会 場 【ウインクあいち 1101 号室】（住所：名古屋市中村区名駅 4-4-38。名古屋駅徒歩 5

分）   http://www.winc-aichi.jp/access/ 

● 日 時 【令和元年 7 月 20 日 ( 土 )】 

http://www.tmd.ac.jp/grad/fmed/seminar/document/2019-002.pdf
mailto:secretary2.fmed@tmd.ac.jp%EF%BC%89%E3%80%91
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/POCUS20190720-21.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/web_inst_list201907_nagoya.pdf
https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0000000935246753&EventCode=0721892514
http://www.winc-aichi.jp/access/


● テーマ【今回は、「心電図ハンター」「Dr.増井の神経救急セミナー」の著者である 札幌東徳州

会病院救急科部長の増井伸高 先生を名古屋にお招きして、勉強会を開催致します。内容は、

「心電図ハンター虚血編」です。レクチャーにて、「見逃してはならない虚血心電図」の読み方をテ

ーマに、明日から使える臨床現場で必須の知識・考え方についてご講演いただきます。虚血の心

電図に強くなりたい方は勿論、勉強会後の懇親会で増井先生と夢を熱く語り合いたい方をはじ

め、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。】 

● 参加対象【「研修医が明日から使える臨床知識」と銘打ってはおりますが、総合診療に興味

のある全ての医師、医学生、医療従事者が対象です】 

● 参加費・懇親会費 【無料】 

● 持ち物 【特にございません】 

● 問い合わせ先【 藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com )】 

● 申込先【右記 google フォームからお願いします。 https://bit.ly/2JS0tnm 】 

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

  

 

【堺臨床道場 2019】 

●会場【堺市立総合医療センター 1F ホール】 

●日時【2019 年 6 月 30 日（日）】 

〈申込締切日：2019 年 6 月 28 日 先着順（定員になり次第締切）〉 

●テーマ【身体所見＋グラム染色】 

堺市立総合医療センターでは毎年、研修医主催で身体診察・グラム染色・臨床推論に関する勉

強会を開いており、例年たくさんの方に参加していただいております。今年は当院 OB の静岡県

立がんセンター感染症内科の伊東先生にレクチャーしていただける貴重な機会です！先着順と

なっておりますので、お早めにお問い合わせください 

●参加対象【初期研修医、後期研修医、医学生】 

●参加費【1000 円】 

●問い合わせ先【sakai.shinsatsu.2019@gmail.com】 

●参加方法【上記アドレスに①名前、②所属、③学年/勤続年数、④性別、⑤懇親会の出席の有

無 を記載してメールを送信してください】 

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

   （facebook アカウントがないと閲覧できない可能性があります。） 

 

 

【亀田総合病院内科グランドセミナー】 

●会場【御茶ノ水ソラシティ（東京） カンファレンスセンター 1F RoomC】 

   https://solacity.jp/cc/access/ 

●日時【2019 年 6 月 30 日（日）9:00～17:00】 

〈申込締切日：5 月 26 日（日）〉 

file://192.168.11.101/%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/%E2%97%AF%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%9A%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%EF%BC%9A%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%88%86%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/fujita.soushin@gmail.com
https://bit.ly/2JS0tnm
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
mailto:sakai.shinsatsu.2019@gmail.com
https://facebook.com/sakaihp.residents/
https://solacity.jp/cc/access/


●テーマ【昨年大変ご好評をいただきましたを、本年も開催いたします！ 内科診療のスキルア

ップをしたい初期研修医のみなさま、是非ご参加下さい。セミナーでは、各内科領域の専門医を

獲得できる、亀田総合病院内科専門医研修プログラムの説明もあります。】 

●参加対象【初期臨床研修医：80 名（事前申込制）】 

●参加費【参加費 3,000 円（昼食含む 事前振込）】 

●申込先・詳細情報【http://www.kameda.com/pr/seminar_internal/】 

 

 

【第 11 回 藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

●会場【TKP 名駅東口カンファレンスセンター ホール 13E】 

   https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-meieki-higashiguchi/access/ 

●日時【2019 年 6 月 15 日(土) 14:30～17:00 17:30～懇親会】 

●テーマ【今回は、あの「感染症プラチナマニュアル」の著者である岡秀昭先生を名古屋にお招

きして、ケースカンファレンスとレクチャーの 2 本立ての勉強会を開催いたします。ケースカンファ

レンスでは岡先生も答えを知らない実際の症例をベースに、皆でディスカッションを行います。レ

クチャーでは「感染症診療の原則」をテーマに、明日から使える臨床現場で必須の知識・考え方

をご講演いただきます。 

どの診療科においても役に立つ感染症診療に強くなりたい方は勿論、勉強会後の懇親会で岡先

生と夢を熱く語り合いたい方をはじめ、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。ので、

皆様是非ともお気軽にご参加ください。】 

●参加対象【「研修医が明日から使える臨床知識」と銘打ってはおりますが、総合診療に興味の

ある全ての医師、医学生、医療従事者が対象です】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【藤田医科大学 総合診療プログラム事務局( fujita.soushin@gmail.com)】 

●申込先【右記 google フォームからお願いします。 http://bit.ly/2DYtZ6t 】 

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

 

 

【T&A マイナーエマージェンシーコース 沖縄】 

●会場【琉球大学内 おきなわクリニカルシミュレーションセンター】 

  http://okinawa-clinical-sim.org/access.html 

●日時【2019 年 6 月 29 日（土）12:00～19:00】 

〈申込締切日：先着順・公募 40 名〉 

●テーマ【内科医であっても夜間や当直時には外科系救急疾患の初期対応を求められる場面に

遭遇することがあります。ただ、これらの対応法の習得が必要なのはわかっているけれども･･･自

分の専門領域を学ぶだけでも忙しいのに、外科領域の勉強まで手が回らない･･･というのも現実

だと思います。 

そこで、プライマリケア医と外科系専門科の医師が協力して立ち上げた、非専門医でも対応可能

な（対応して欲しい）外科系救急疾患への初期対応を 1 日で学ぶシミュレーションコースが、この

T&A マイナーエマージェンシーコースです。】 

http://www.kameda.com/pr/seminar_internal/
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●参加対象【軽症外科系疾患の初期診療に従事する医師・医療従事者（経験・学年不問） 

（基本的に夜間救急診療所や規模の小さい病院で全科当直を担うこととなる内科医を想定して

いますが、こういった領域の診療に興味をもっておられる方はどなたでも歓迎いたします。）】 

●参加費【15,000 円（テキスト代込） 公募 40 名（先着順）】 

  正規参加者には、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が 5 単

位付与。 

●問い合わせ先【T&A マイナーエマージェンシーコース事務局：

tanda.minor.emergency@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【コースホームページ：http://minoremergency.club/course/】 

   ※2019 年度開催スケジュール一覧 

●申込先【申込フォーム：https://ws.formzu.net/fgen/S45748860/】 

 

 

【3 大学合同 GM カンファレンス 2019 千葉･横市･国福】 

●会場【国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス 3 階特大教室 

   https://akasaka.iuhw.ac.jp/about/access/index.html】 

●日時【2019 年 6 月 29 日(土) 14:00-17:30】 

●テーマ【診断推論カンファレンス】 

・患者再現 VTR(株式会社ケアネット協賛)による患者イメージのサポート 

・Twitter を用いたフロア参加型カンファレンス 

・カンファレンス症例数を大幅に増加 

・snap diagnosis と複雑系のオムニバス形式 

 

system1 と system2 を自在に使いこなすための方略を一緒に共有しましょう！ 

 

●参加対象【医療系学部学生・研修医・医師・医療従事者 先着 80 名】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【GM カンファレンス 2019 事務局 chibagmconf@gmail.com】 

●詳細案内【千葉大学総合診療科 HP https://www.m.chiba-u.ac.jp/dept/soshin/】 

●受付【申し込みフォーム http://bit.ly/2HKeTFc】 

 

 

 

【第 2 回岡山 GIM カンファレンス】 

●会場【岡山大学鹿田キャンパス総合診療棟西棟 5 階】 

●日時【2019 年 6 月 2 日（日）12：30-17：30】 

〈申込締切日：5 月 27 日（月）〉 

●テーマ【第 2 回目となる今回は岡山大学病院での開催となります。 

岡山大学病院研修医・小出恭大先生と、倉敷中央病院総合診療科・國永直樹先生に症例提示し

ていただき，臨床推論カンファレンス(グループワーク)を 2 症例行います． 

mailto:tanda.minor.emergency@gmail.com
http://minoremergency.club/course/
https://ws.formzu.net/fgen/S45748860/
https://akasaka.iuhw.ac.jp/about/access/index.html
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そして特別講師には，社会医療法人 清風会 岡山家庭医療センター奈義・津山・湯郷ファミリー

クリニック所長 松下明先生をお呼びして，対応に難渋する患者・家族とのコミュニケーション方法

についてご講演いただきます】 

●参加対象【40 名：医学生・初期研修医・専攻医・上級医・指導医】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【受講希望の方は下記、URL からお申し込みをお願いします。 

   https://ssl.form-mailer.jp/fms/ae5afed4615675】 

 

 

【亀田総合病院 呼吸器内科 サマーセミナー 2019】 

●会場【御茶ノ水トライエッジカンファレンス】 

●日時【2018 年 6 月 2 日（日）9:00～16:20】 

〈申込：先着順〉 

●テーマ【呼吸器診療はエビデンスの多いサイエンスの領域と、エキスパートオピニオンがほと

んどのアートの領域が混在していて初学者には非常に理解しにくいです。 

本セミナーは呼吸器診療を専門家のファシリテーターのもとワークショップ＋レクチャー形式で学

ぶことができる唯一のセミナーです。Problem based learning (PBL)をもとにして、1 つの症例から

徹底的に学びます。】 

●参加対象【医学生、初期研修医、総合内科医、すべての医療従事者。定員 50 名、定員を超え

る場合は初期研修医を優先させていただきます。】 

●参加費【初期研修医以下 3000 円、後期研修医以上 5000 円】 

●申込み先／問い合わせ先【下記サイトにアクセスして，予約アドレスにメールください。 

   http://www.kameda.com/pr/seminar_pulmonary/】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.kameda.com/pr/seminar_pulmonary/】 

 

 

【The 4th International General Medicine Festival ”IGMF2019 in NARA”】 

●会場【奈良県総合医療センター】 

●日時【2019 年 5 月 25 日(土)、26 日(日)】 

●テーマ【本コースは今年で 4 回目の総合診療ジャンルの一大フェスティバルです。 

今年は、近畿地方で初めて日本の古都である奈良で行います。 

日本を代表する救急総合診療分野の超有名指導者である福井大学総合診療部教授の林寛之

先生、カナダのブリティッシュコロンビア大学小児科教授 Ran D.Goldman 先生、そして国際基準

の医療を日本の集中治療や総合診療の分野に垣根なく広く教育活動をされている聖マリアンナ

大学救急医学講座教授の藤谷茂樹先生、３人の偉大な教授がカナダより輸入して始まった日本

オリジナルの総合診療セミナーです。 

各講師陣は、小児救急、家庭医療、総合内科、救急診療、集中治療の５つの分野から著名なエ

キスパートが集まり毎年アップデートされたトピックテーマを扱う講演とハンズオンを中心に、国際

基準を意識したコースデザインとなっております。インターナショナルな総合診療を目指す、毎年

https://ssl.form-mailer.jp/fms/ae5afed4615675
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多くの受講生で御礼満員の開催となっております。総合病院で勤務する医師だけではなく、開業

医、在宅医療など様々なジャンルのリピーター受講生もたくさん来ていただいております。】 

●参加対象【ジェネラル診療能力を向上させたい医師：150 名（先着順）】 

●参加費【20,000 円（4/29 以降）】 

●プログラム／申し込み方法【URL からご確認ください 

    https://npgmcicu.wixsite.com/npgmc-icu/blank-5】 

●問い合わせ先【奈良県総合医療センター集中治療部 IGMF 事務局】 

詳細情報（リンク先 URL 等）【https://npgmcicu.wixsite.com/npgmc-icu/blank-5】 

 

 

【第 10 回 藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

●会場【ウインクあいち 1203 号室（住所：名古屋市中村区名駅 4-4-38）】 

   http://www.winc-aichi.jp/access/ 

●日時【2019 年 5 月 10 日(金)18:00～21:10 終了後懇親会有】 

●テーマ【今回はあの「救急外来ただいま診断中！」著者である坂本壮先生、イタリアで感染症

を学んだ鎌田一宏先生、日本の総合診療教育をアジアへ展開中の髙橋宏瑞先生を名古屋にお

招きして、「重症患者の見分け方」をテーマとした勉強会を開催いたします。御三方は救急、感染

症、総合診療それぞれのエキスパートであるとともに、若手医師への教育に情熱を持って取り組

む「三銃士」として全国でご活躍されている先生方です。今回は救急、感染症、総合診療のそれ

ぞれの場面における「重症患者の見分け方」をテーマに熱く語っていただきます。重症患者への

対応に強くなりたい方は勿論、勉強会後の懇親会で三銃士と夢を熱く語り合いたい方のご参加を

心よりお待ちしております。】 

●参加対象【研修医、総合診療に興味のある全ての医師、医学生、医療従事者】 

●参加費【無料】 

●申込先【google フォーム：http://ur0.link/43v1】 

●問い合わせ先【藤田医科大学総合診療プログラム事務局(fujita.soushin@gmail.com）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【Facebook ページ：https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/】 

 

 

【第９回藤田プライマリケアスキルズ ～研修医が明日から使える臨床知識～】 

●会場【ウインクあいち 1203 号室（住所：名古屋市中村区名駅 4-4-38）】 

    http://www.winc-aichi.jp/access/ 

●日時【平成 31 年 4 月 20 日(土) 18:00～20:00 20:30～懇親会】 

●テーマ【今年度計８回行い、大変好評を頂いたプライマリケアスキルズですが、来年度も引き

続き開催させて頂きます！ 今回はヤバレジ著者であり、聖路加国際病院一般内科、公衆衛生

大学院講師もされている小林大輝先生をお呼びし、内科当直診療を深めます！ 小林先生はハ

ーバード大学 MPH、MBA もお持ちであり、内科当直診療を深めたい方だけでなく将来の海外で

の MPH・MBA 取得に興味がある方も是非御参加頂ければと思います！！ 「研修医が明日から

使える臨床知識」と銘打っておりますがプライマリ・ケアに興味のある全ての医師、医学生、多職

https://npgmcicu.wixsite.com/npgmc-icu/blank-5
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種の方が対象ですので、皆様是非ともお気軽にご参加下さい。】 

●参加対象【全ての医師、医学生、多職種の方】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【セミナー参加希望ございましたら、右記 URL（https://bit.ly/2MltdmF）へアクセ

スいただき、google form からお申込みをお願いいたします。その他ご質問・お問い合わせなど

ございましたら、藤田医科大学総合診療プログラム事務局（fujita.soushin@gmail.com）までご連絡

ください。】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【下記当科の Facebook ページよりチラシ、イベントを確認できま

す。 

    https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/】 

 

 

【第 14 回救急総合診療セミナー申込開始 バイタルサインの回】 

●会場【ワイム貸会議室 お茶の水 

（東京都千代田区神田駿河台２丁目１−２０お茶の水ユニオンビル）】 

●日時【2019 年 4 月 6 日 14 時～18 時】 

〈申込締切日：定員に達し次第、〆切と致します。〉 

●テーマ 

【バイタルサインを複合的に捉えて、病態把握を行い、適切な診断を行う為の技能習得の回にな

ります。 

入江 聰五郞 先生（著作：バイタルサインからの臨床診断）をお招きしたセミナーになります。 

14:00～15:50 バイタルサインからの臨床診断  基礎から応用へ 前編 

15:10～16:10 休憩＆病院説明  

16:10～18:00 バイタルサインからの臨床診断  基礎から応用へ 後編 

18:20～19:20 情報交換会（別会場）】 

●参加対象【救急領域/当直対応を学びたい初期～後期 研修医の先生を対象としていますが、

医学生、指導医、看護師、救急隊も参加可能です。】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【セコメディック病院 救急部長 宇藤 薫: jiucde10@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申込先：https://ssl.form-mailer.jp/fms/e0054338612801】 

 

 

【平成最後の駆け込み寺】 

●会場【札幌徳洲会病院】 

●日時【2019 年 3 月 30 日（土）10 時半～18 時、3 月 31 日（日）9 時～16 時】 

●テーマ【当院にも、4 月より 8 人の研修の先生が就職してくれることになりました。しかし、恥ず

かしながら当院は、この 10 年以上、この人数の若手の先生の就職を経験しておりません。道外

からの就職も多く、友人も先輩もいない状況です。そこで、広く、救急・総合診療の分野にて友人

や先輩をつくってあげたいと思い、勉強会を企画いたしました。その名の通り気取ったセミナーで

https://bit.ly/2MltdmF
https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/e0054338612801


はなく、「北海道は札幌の外れでこっそり成長しちゃおう！」をモットーに、気軽になんでも聞ける

ような雰囲気のなか学んでいただけるセミナーです！】 

●参加対象【わかっているようでわかっていないことがけっこーある… 

      今更恥ずかしくて聞けない… 

      「オレ・ワタシできる」系のセミナーは敷居が高い… 

      後輩ができるけど自信を持って教えられることがさほどない… 

      病院実習や初期研修でスタートダッシュを切りたい？かも 】 

●参加費【定員 20 名：学生 5000 円、研修医 8000 円、医師その他 10000 円（全て懇親会費

込）】 

●申込方法【氏名、所属、部署、職種、経験年数を以下のメールアドレスまでご連絡ください。 

連絡先メールアドレス：dr-edu@satutoku.jp】 

●セミナー案内【http://www2.satutoku.jp/img/20190305.pdf】 

 

 

【ホスピタリストカフェ】 

●会場【社会医療法人愛仁会 明石医療センター 南館６階 会議室】 

●日時【2019 年 3 月 23 日（土） 14 時～17 時（終了後懇親会あり）】 

〈申込締切日：定員になり次第 〉 

●テーマ【 フレイル 】 

 主に医学部 5，6 年生の方と初期研修医の方を対象とした、レクチャー＆症例シミュレーション

＆体験型学習の勉強会です。 

 今回も大好評をいただいております「AMC 格付けチェック」を行います。 

初期研修や専門医プログラムとして、明石医療センターをご検討の方があれば、ぜひ一度お越し

いただき、明石の空気を感じてください。 

  

●参加対象【初期研修医、学生（主に新５,６年生）】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ・連絡先【 kengaku-rinsyokensyu@amc1.jp  】 

●お申し込み方法【上記メールアドレスまで、氏名・所属・学年（卒後年数）・メールアドレスを記載

の上ご連絡ください。 

 ☆参加の可否については、後日連絡させていただきます。 

 ☆ご質問も上記アドレスにお問い合わせ願います。 

  

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

 明石医療センターホームページ https://www.amc1.jp 

 明石医療センター総合内科 Facebook ページ https://www.facebook.com/amcgim/ 

 

 

【第 4 回救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【済生会福岡総合病院 14 階会議室】 

http://www2.satutoku.jp/img/20190305.pdf
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●日時【2019 年 3 月 23 日】 

〈申込締切日：3 月 20 日 ※満席になり次第終了〉 

●テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医（6 年目以上は空きがあれば参加可能です） 定員：50

名程度】 

●参加費【医学生無料、医師 2000 円】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【昨年開催し好評を博した『救急×緩和ケアセミナー』の第 4 回を

2019 年 3 月 23 日、福岡市で開催します。今回のゲストスピーカーは 

・一宮西病院 総合救急部救急科部長 安藤裕貴先生による「ER の Tips 高齢者編」 

・浜の町病院 緩和医療内科 永山淳先生による「終末期の鎮静」 

の豪華二本立てです。 

そのほか、他で聴けないコンテンツを多数用意しております。 

これからの医療に必要な、高齢者医療を考える上で学びになるような企画を用意してますので、

こぞってご参加下さい！ 

https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12427570064.html 

 

 

【第 9 回 POCUS（Point of care Ultrasound) 3 月福岡・飯塚病院コース（2019 年第 1 回）】 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

  

●会場【飯塚病院（福岡県飯塚市芳雄町 3－83）】 

●日時【2019 年 3 月 16 日（土）-17 日（日）】 

     ※16 日（土） 13:30～18:30 ※17 日（日） 8:30～13:00 

〈申込締切日：2 月 14 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

す。） 

  

＜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 

https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12427570064.html


・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【29,000 円】（16 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円） 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター一覧】 

●受付サイト【申込受付サイトはこちらをクリックしてください「POCUS 3 月福岡・飯塚病院コー

ス」】 

  

 

【第 10 回ＪＨＮセミナー】 

●会場【名古屋大学医学部 鶴舞キャンパス】 

●日時【2019 年 3 月 2 日（土）12:30～18:30】 

〈申込締切日：2 月 25 日まで延長しました。募集人数：100 名。定員になり次第締切〉 

●テーマ【悪性腫瘍 特にがん診療に専門的に関わらない内科医が対象】 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【10,000 円 （懇親会費別途 4,500 円）】 

【パンフレットＵＲＬ】https://goo.gl/qiZezB 

【申し込みサイト】https://goo.gl/RwFhRb 

ノーベル賞を受賞した免疫チェックポイント阻害薬をはじめ、最近のがん診療の進歩はすさまじ

いものがあります。 

今まで諦めていたような進行癌の予後も劇的に改善してきています。 

またその裏では今まで経験してこなかったような副作用も散見されるようになりました。 

がん診療の常識は今まさに変わりつつあります。 

初診で〇〇がんを発見したときの注意点や、化学療法中のがん患者の副作用と思われる症状

に対してどう対処するかなど、がんの治療に直接関わらない内科医でも避けて通れない様々な

課題に対して、1 日で知識をアップデートしませんか。 

「○○ジーボとか新しい抗癌剤を使っている人が救急や外来に来たときどんなことを気を付けれ

ばいいの?」 

「最近ステージ 4 でも治療できることがあるって聞くけど一般内科医もできることはあるの?」 

「腫瘍マーカーって使えるの?」 

などなどあなたの疑問に答えます。普段悪性腫瘍に直接関わることがない方でも是非知っておき

たい悪性腫瘍の新常識を 1 日で学べるセミナーです。 

悪性腫瘍は自分には関係ない、あるいは自分の科の腫瘍は分かるけど・・・と思っているあなた

ももっと積極的に悪性腫瘍に関わっていこうと思えること間違いなしです。 

パンフレットＵＲＬ：https://goo.gl/qiZezB 

申し込みサイト：https://goo.gl/RwFhRb 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/POCUS20190316-17.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/12/web_inst_list201903_iizuka.pdf
https://goo.gl/ox2Fdp
https://goo.gl/ox2Fdp
https://goo.gl/qiZezB
https://goo.gl/RwFhRb
https://goo.gl/qiZezB
https://goo.gl/RwFhRb


参考書：Hospitalist(ホスピタリスト) Vol.4 No.3 2016(特集:腫瘍) 

 購入先サイト：アマゾン URL http://amzn.asia/d/gsY4LKh 

 

 

【 FunSim-J Hawaii 】 

●会場【SimTiki Simulation Center John A Burns School of Medicine at University of Hawaii,】 

●日時【2019 年 2 月 28 日－3 月 1 日(2 日間)】 

〈申込締切日：2019 年 1 月 25 日〉 

●テーマ【シミュレーション教育に おける指導の基本内容】 

●対象【医療従事者（医師、看護師、薬剤師など）で、臨床現場又 は教育機関で指導に携わり、

シミュレーション教育に興味 のある方】 

●参加費【＄９００】 

●問い合わせ先【jp@simtiki.org】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.simtikinihon.org/】 

●案内パンフレット【pdf 資料はこちらをクリック】 

 

 

【第１回チーフレジデントミーティング in Japan】 

●会場【 聖路加国際大学シミュレーションセンター 〒104-0045 東京都中央区築地３丁目６−

２ 】 

●日時【 2019 年 2 月 23 日（土）13:00-18:00 （終了後，懇親会あり） 】 

〈申込締切日： 定員になり次第終了 〉 

●テーマ【全国のチーフよ集まれ！！第１回チーフレジデントミーティング in Japan 

 チーフレジデントになる準備はできていますか？現状の研修プログラムに満足していますか？ 

 チーフレジデントはすべてのレジデントのリーダーであり，多くの役割が要求されます。マネージ

メント，教育，メンター，カウンセリング，リサーチ…。それらスキルを学びながら，研修プログラム

をどう良くできるか話し合いませんか？ 

 名だたる研修病院のチーフレジデントが参加予定です！全国のモチベーションの高いチーフレ

ジデントたちとコネクションを作ることができます。】 

 （主なプログラム等は Facebook ページや ML にてご確認ください。） 

●参加対象【来年度よりチーフレジデント（特に内科系）を行う後期研修医】 

 ＊対象外の方は Observer として参加いただけます。席に限りがありますので参加可能かどう

かは運営側で判断させていただきます。 

●参加費【無料】 

●問合せ先【 chiefresidents.japan@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【応募：受付 Google フォーム：https://goo.gl/forms/GNjIqEQW4e37HZDU2 

 Facebook page：https://www.facebook.com/chiefresidentsjapan/ 】 

【企画・立案】クイーンズメディカルセンター 

  野木真将先生，飯塚病院・水戸協同病院・聖路加国際病院・湘南鎌倉総合病院・沖縄中部病

http://amzn.asia/d/gsY4LKh
http://www.simtikinihon.org/
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/Flyer_FunSim-J-Hawaii-Dec-2018-7-25-18-rev.pdf
https://goo.gl/forms/GNjIqEQW4e37HZDU2
https://www.facebook.com/chiefresidentsjapan/


院の元・現チーフレジデントたち 

【実行委員長】飯塚病院 小杉俊介，水戸協同病院 長崎一哉 

 

 

【JANAMEF 30 周年記念式典と特別講演】 

 ※会場変更になりました 

●会場【ホテルオークラ東京 別館地下 2 階 アスコットホール（東京都港区虎ノ門 2-10-4）】 

   会場アクセスマップは以下のサイトをご覧ください。 

   http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/access/ 

●日時【2019 年 2 月 3 日（日）16:00～20:00】 

〈申込締切日：2019 年 1 月 15 日（火）〉 

テーマ【「日本における『ホスピタリスト』導入の効果と留意点」】 

演者： 

加藤良太朗先生（板橋中央総合病院 副院長） 

小西 竜太先生（関東労災病院 経営戦略室室長 救急総合診療科部長） 

八重樫牧人先生（亀田総合病院 総合内科部長） 

松村 理司先生（洛和会ヘルスケアシステム 総長 / JANAMEF 理事） 

今回の記念会における講演とパネル討議では、現在日米医学医療交流財団で進めている病院

総合医（日本版ホスピタリスト）の拡大について、すでに実際の臨床現場で導入し、実行している

国内の病院の医師の先生方に、実際に病院経営の視点から、病院総合医の導入のメリットは何

か、またクリニカルな面で何がよいのか、日米の違いを考えたうえで日本においてはどのような

発展が考えられるのか等々につきまして、日本での具体例を中心にお話しいただく予定です。 

●参加対象【日本版ホスピタリストにご興味がある方ならどなたでも】 

●参加費【15,000 円／人】 

●問い合わせ先【日米医学医療交流財団 事務局 info@janamef.jp】 

●詳細情報【申込みフォーム http://janamef.jp/information/30th/】 

 

 

【T&A（Triage & Action）マイナーエマージェンシー名古屋コース】 

●会場【ミッドランドスクエア 25 階会議場（愛知県名古屋市中村区名駅４丁目７−１）】 

   https://goo.gl/maps/QagLMVjL8wp 

●日時【平成 31 年 1 月 13 日(日) 10:00〜17:00（受付開始 9:30-）】 

●テーマ【眼科（眼表面異物）、耳鼻科（鼻出血、耳異物）、皮膚科（軽度熱傷、動物咬傷）、整形

外科（手をついた、足をひねった）を講義とロールプレイで学びます。 

 夜間当直時間帯にすぐに処置が必要な外科系救急疾患の適切な拾いあげ・専門家への紹介・

軽症例の場合のマネジメントについての修得を目指します。】 

●参加対象【医療関係者であればどなたでも参加可能】 

●募集定員【一般公募枠１０名（先着順となります）】 

http://www.hotelokura.co.jp/tokyo/access/
http://janamef.jp/information/30th/
https://goo.gl/maps/QagLMVjL8wp


 オブザーバー最大２０名程度 

 （ロールプレイには参加できませんが、テキストの配布、講義への参加、ロールプレイの見学が

可能です。） 

 ※藤田医科大学・トヨタ記念病院の優先枠があり、一般公募が少なくなってしまい、大変申し訳

御座いません。 

●参加費【15,000 円（テキスト代、弁当代込み）】 

    ※オブザーバー参加の方も同様の参加費となります。 

●申込み【12 月 7 日(金)18 時から開始。以下の申込みフォームへのリンクからお申込みくださ

い】 

  https://goo.gl/forms/Rix175gXfVMTMP2B2 

●チラシ【こちらのリンク内、スケジュールページからご参照下さい】 

  http://minoremergency.club/ 

●問合先【T&A マイナーエマージェンシーコース事務局】 

  tanda.minor.emergency@gmail.com 

 

 

【ハワイ大学シミュレーションセンターによる多職種医療安全コース】 

●会場【愛知医科大学シミュレーションセンター】 

●日時【２０１９年１月１４日（月・休日）・ ５月・７月にフォローアップセッション】 

〈申込締切日：２０１８年１２月１０日 ただし定員になり次第締め切り〉 

●テーマ【シミュレーションによる多職種医療安全指導法】 

●参加対象【医療従事者（医師、看護師、薬剤師など）で臨床で指導に携わっている方、医療安

全に携わっている方、または興味のある方】 

●参加費【３０，０００円（フォローアップを含めた 3 回のセッション受講費、ランチ含む）】 

●問い合わせ先【愛知医科大学シミュレーションセンター まで  Email:sim-c-amu@aichi-med-

u.ac.jp 

電話：0561-78-6377(直通)】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.aichi-med-u.ac.jp/SimsecHP/index.html】 

●案内パンフレット【pdf 資料はこちらをクリック】 

●申込用紙【Word 資料はこちらをクリック】 

 

 

【ハワイ大学シミュレーションセンターによる多職種医療安全コース】 

●会場【近畿大学東大阪キャンパス 医療薬学研修センター 31 号館 １階】 

●日時【２０１９年１月１２日（土）・ ５月・７月にフォローアップセッション】 

〈申込締切日：２０１８年１２月１０日 ただし定員になり次第締め切り〉 

●テーマ【シミュレーションによる多職種医療安全指導法】 

●参加対象【医療従事者（医師、看護師、薬剤師など）で臨床で指導に携わっている方、医療安

https://goo.gl/forms/Rix175gXfVMTMP2B2
http://minoremergency.club/
http://hospitalist.jp/%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%81%E5%8B%89%E5%BC%B7%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/tanda.minor.emergency@gmail.com
http://www.aichi-med-u.ac.jp/SimsecHP/index.html
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/IPE-patient-safety-flyer_ABcombinepdf.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/Patient-Safety-JP-REGISTRATION-form1-no-payment-info.docx


全に携わっている方、または興味のある方】 

●参加費【３０，０００円（フォローアップを含めた 3 回のセッション受講費、ランチ含む）】 

●問い合わせ先【愛知医科大学シミュレーションセンターまで  Email:sim-c-amu@aichi-med-

u.ac.jp 

 電話：0561-78-6377(直通)】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.aichi-med-u.ac.jp/SimsecHP/index.html】 

●案内パンフレット【pdf 資料はこちらをクリック】 

●申込用紙【Word 資料はこちらをクリック】 

 

 

 

【 FunSim-J Hawaii 】 

●会場【SimTiki Simulation Center John A Burns School of Medicine at University of 

Hawaii,】 

●開催日時【2018年 12月 18日－12 月 19日(2日間)】 

〈申込締切日：2018 年 11 月 10 日〉 

●テーマ【シミュレーション教育に おける指導の基本内容】 

●参加対象【医療従事者（医師、看護師、薬剤師など）で、臨床現場又 は教育機関で指導に携わり、

シミュレーション教育に興味のある方】 

●参加費【＄９００】 

●問い合わせ先【jp@simtiki.org】 

●詳細情報（リンク先 URL等）【http://www.simtikinihon.org/】 

●案内パンフレット【pdf 資料はこちらをクリック】 

 

 

【第１回 埼玉医大総合診療内科(SMU-GIM)ここが知りたい！レジデントセミナー】 

●会場【施設名：フクラシア 東京ステーション  https://www.fukuracia.jp/tokyo/access/ 

    会場：6F A 会議室】 

●日時【12 月 16 日（日曜日）10:00 受付開始、17:00 終了予定 ※お昼はお弁当が出ます。】 

〈申込締切日：12 月 9 日〉 

●テーマ【総合診療】 

●参加対象【総合診療を勉強したい全ての医師】 

●参加費【医学生：1000 円、初期研修医：2000 円、後期研修医以上：3000 円】 

●問い合わせ先【山田悠史 yujiyamada0402@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://www.saitama-med-gim.com 】 

 

 

【第 8 回 POCUS（Point of care Ultrasound)12 月聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院コース

（2018 年第 4 回）】 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

http://www.aichi-med-u.ac.jp/SimsecHP/index.html
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/IPE-patient-safety-flyer_ABcombinepdf.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/Patient-Safety-JP-REGISTRATION-form1-no-payment-info.docx
http://www.simtikinihon.org/
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/Flyer_FunSim-J-Hawaii-Dec-2018-7-25-18-rev.pdf
https://www.fukuracia.jp/tokyo/access/
http://www.saitama-med-gim.com/


です 

  

●会場【聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院】 

●日時【2018 年 12 月 1 日（土）-2 日（日）】 

     ※1 日（土） 13:30〜18:30 ※2 日（日） 8:30〜13:00 

〈申込締切日：11 月 1 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ Soni 氏、ACCP 超音波コース

認定委員の南太郎氏と JHN-POCUS 委員会の共同監修によるプログラム（※日本語のコースで

す。） 

  

＜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【29,000 円】（1 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円） 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター一覧】 

●受付サイト【受付申込はこちらをクリックしてください「POCUS12 月聖マリ横浜コース」】 

  

 

【IEPC 海外留学支援セミナー】 

●会場【愛仁会リハビリテーション病院 7 階会議室】 

  （JR 高槻駅徒歩 5 分／阪急高槻市駅徒歩 12 分） 

●日時【2018 年 11 月 25 日（日）12:30-17:00（予定）】 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/POCUS20181201-2.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/web_inst_list201812_marianna-u.pdf
https://www.0553.jp/eventpay/event_info/?shop_code=0000000935246753&EventCode=5710560344


●テーマ 

【IEPC は留学を考えている医師を対象に、実際に臨床留学とはどのようなものか、具体的にどの

ような準備をすべきなのか、という疑問を、留学経験者を含む講師陣と相談できる場として、この

度海外留学支援セミナーを開催する運びとなりました。少しでも興味をお持ちの先生、また、お近

くに興味がおありの先生がおられましたら、お誘い合わせの上、是非ご参加下さい。 

 講師：筒泉貴彦（高槻病院）、片山充哉（東京医療センター）、山田悠史（埼玉医科大学）】 

●参加対象【海外留学に興味のある医学生、研修医、指導医】 

●参加費 

【ACP 会員 一般 3000 円 / 初期・後期研修医 2000 円 / 学生 1000 円 

 ACP 非会員 一般 6000 円 / 初期・後期研修医 4000 円 / 学生 2000 円】 

●問い合わせ先【参加希望の方、お問合せは下記メールアドレスまでお願いします。 

  参加申込／お問合せ：山田悠史（yujiyamada0402@gmail.com）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【案内ポスターはこちらをクリックしてください】 

●主催【ACP 日本支部国際交流プログラム委員会（IEPC）】 

 

 

【第 3 回救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【飯塚病院エネルギー棟 6 階大会議室】 

●日時【平成 30 年 11 月 23 日】 

〈申込締切日：11 月 20 日 ※満席になり次第終了〉 

●開催テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

 ３月、８月に開催し好評を博した『救急×緩和ケアセミナー』の第 3 回を今年 11 月 23 日、飯塚

病院で開催します。今回のテーマは「高齢者の救急を考える」です。救急医、精神科医、総合内

科医、看護師がそれぞれの立場から高齢者の急性期医療と緩和ケアについて講演します。 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医（6 年目以上は空きがあれば参加可能）定員：50 名程

度】 

●参加費【医学生無料、医師 1000 円】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12399805072.html】 

 

 

【第 13回救急・総合診療セミナー】 

●会場【幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬 2-1 国際会議場 301】 

●日時【10月 20 日（土） 14:00～18:00に講義、18:10～情報交換会】 

〈申込締切日：定員に達し次第、〆切と致します。〉 

●テーマ【攻める問診の山中克郎 先生をお招きし、日常診療の要となる身体診察を学びます。 

日常的に何気なく対応している身体所見を、しっかりと学び取って、検査前確立を高めた診療に結び

つけていきましょう。】 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/IEPC_seminar20181125.pdf
https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12399805072.html


●参加対象【総合対応を学びたい初期研修医～後期研修医に焦点を当てた難易度にしていますが、医

学生、上級医、他コメディカルの方々の参加も可能です。】 

●参加費【無料ですが、下記 URL で申込を行って下さい。】 

●問い合わせ先【救急部 宇藤  jiucde10@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL等） 

【事前申込必須になります https://ssl.form-mailer.jp/fms/c2eb3dbf588432 

 他、FB上でも案内をしておりますが、申込は上記フォームのみで受け付けております。

https://www.facebook.com/events/1895174177197269/?active_tab=about】 

 

 

第 9 回 JHN セミナー 

JHospitalist network × Mayo Clinic コラボレーション 

日米豪華講師陣による 内科ブラッシュアップセミナー2018 

●会場【聖マリアンナ医科大学（神奈川県川崎市）】 

●日時【2018 年 9 月 29 日（土）～30 日（日）】 

   29 日（土）12：30～18：45／30 日（日）8：00～12：55（予定） 

〈申込締切日：9 月 24 日まで延長しました。 募集人数：150 名。定員になり次第締切〉 

  

●テーマ【Mayo Clinic の Hospital Medicine 部門の教授 Dr. James Newman、その他 

Hospitalists をお招きし、日米の指導医の協力のもと内科セミナーを開催します。今後、総合内

科が急性期疾患入院患者を診療するにあたり知っておくべき知識をブラッシュアップ！！】 

  

●参加対象【専攻医、初期研修医、後期研修医、指導医：定員 150 名】 

●参加費【20,000 円（意見交換会：1 日目終了後 29 日（土）開催（懇親会）参加費別途 3,500 

円）】 

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

●詳細情報（リンク先 URL 等）【詳細パンフレット】 

 応募サイト【受付申込はこちらをクリックお願いします。「JHN-Mayo セミナー」】 

 

 

【第 7 回 POCUS（Point of care Ultrasound)9 月岐阜コース（2018 年第 3 回）】 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

  

●会場【岐阜大学サテライトキャンパス（岐阜スカイウイング 37 東棟 4F）】 

●日時【2018 年 9 月 16 日（日）-17 日（月・祝）】 

     ※16 日（日） 13:30〜18:15 ※17 日（月・祝） 8:30〜12:45 

〈申込締切日：8 月 16 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/c2eb3dbf588432
https://www.facebook.com/events/1895174177197269/?active_tab=about
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/07/the9th_JHN_Mayo_seminar0929-30.pdf
https://goo.gl/TyRnWn


Amazon でベストセラー“Point of Care Ultrasound”の著者 NilamJ 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。） 

※第 17 回日本病院総合診療医学会学術総会ポストコース 

  

＜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【29,000 円】（16 日（日）懇親会あり：別途 4,500 円） 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター一覧】 

●受付サイト【受付申込はこちらをクリックお願いします。「POCUS9 月岐阜コース」】 

 

 

【第 6 回 藤田プライマリケアスキルズ ～初期研修医が明日から使える臨床知識～】 

●会場【ウインクあいち 11 階 1102 会議室（愛知県名古屋市）】 

 http://www.winc-aichi.jp/access/ 

●日時【2018 年 9 月 14 日(金) 19:00～21:30 （22:00～懇親会）】 

●開催テーマ【今回はイタリアで感染症を学ばれた異色のキャリアをお持ちの鎌田一宏先生、

『ただいま救急外来診断中』をはじめとした様々な著作で御高名な坂本壮先生をお迎えし、

「Motivational talk」、「救急外来診療の原則」のレクチャーをしていただくこととなりました。 

「研修医が明日から使える臨床知識」と銘打っておりますが、プライマリ・ケアに興味のある全て

の医師、医学生、多職種の方を対象としておりますので、是非ともお気軽にご参加ください。】 

●参加対象【プライマリ・ケアに興味のある全ての医師、医学生、多職種の方】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【藤田保健衛生大学 総合診療プログラム 藤田 Primary care skills 事務局 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/06/POCUS20180916-17.pdf
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/05/web_inst_list201809_gifu.pdf
https://goo.gl/tj6W2J
http://www.winc-aichi.jp/access/


 primary.care.skills@gmail.com 】 

 ＜①所属、②卒業年次もしくは学年、③懇親会の参加有無 を上記メールアドレスまでご連絡

をお願い致します。＞ 

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

 

 

【Yokohama GM Forum 2018 feat .SGM】 

●会場【横浜市立大学附属市民総合医療センター6F 会議室】 

●日時【平成 30 年 8 月 25 日(土) 13 時より】 

●テーマ【第一部が GM 版 Medical Rally, End of Life discussion の両 A 面、 

 第二部が恒例となりました麻生飯塚病院 総合診療科の清田雅智先生の GIM Interactive 

Conference です。】 

●参加対象【学生、研修医、総合診療専攻医、総合診療・総合内科に関心のある医師】 

●参加費【無料】 

●問い合わせ先【横浜市立大学医学部総合診療医学教室秘書 村串 soushin1@yokohama-

cu.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 Facebook @YCUGM 】 

 

 

【福知山で総合診療を実践しよう!!】 

●会場【市立福知山市民病院（会議室及び外来 C ブロック）】 

●日時【8 月 25 日（土）～8 月 26 日（日）】〈申込締切日：8 月 22 日〉 

●テーマ【総合診療的診断クイズや身体所見小テスト、胸部 CT ラリーなどを通じて総合診療の

醍醐味を垣間見てもらいます】 

●参加対象【初期研修医、後期研修医、医学生、そのほか興味のある先生】 

  ※ 北近畿出身の方がおられましたら、ぜひお声掛け下さい！ 

  参加費【専攻医以上の医師 2,000 円：初期研修医・医学生：無料】 

  ※ 宿泊は院内宿舎は無料 懇親会費別 

●問い合わせ先【kawashima-a@fukuchiyama-hosp.jp 川島篤志】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【Blog】 http://fukugim.blogspot.com/2018/06/082526.html 

【FB】 https://www.facebook.com/events/1344041122407480/ 

 

 

【第 2 回救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【済生会福岡総合病院 14 階会議室】 

●日時【平成 30 年 8 月 4 日】 

〈申込締切日：7 月 31 日 ※満席になり次第終了〉 

https://www.facebook.com/fujitahu.general.family.medicine/
http://fukugim.blogspot.com/2018/06/082526.html
https://www.facebook.com/events/1344041122407480/


●テーマ【急性期医療における緩和ケア】 

今年 3 月に開催し、好評を博した『救急×緩和ケアセミナー』の第 2 回を今年 8 月 4 日、済生会

福岡総合病院で開催。済生会福岡総合病院、飯塚病院の職員がそれぞれの立場から高齢者の

急性期医療と緩和ケアについて講演します。 

※特別ゲストスピーカー Dr. Sandra Moody 

（亀田総合病院 臨床教育専任医師／University of California San Francisco 老年医学科准教

授） 

『急性期医療において、高齢者に最もよい医療とは何か』 

●参加対象【医学生・初期～後期研修医（6 年目以上は空きがあれば参加可能） 定員：50 名程

度】 

●参加費【医学生無料 医師 1000 円】 

●問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12372877156.html】 

 参加申込 URL https://goo.gl/forms/wV9d3TlwqCTMGvOX2 

 

 

【第 8 回 JHN セミナー：雑誌「Hospitalist」合同企画 

    『１日でわかる！内科医のための術前評価』   】 

●会場【東京ベイ・浦安市川医療センター】 

●日時【2018 年 7 月 7 日（土）12:00～19:00】 

〈申込締切日：6 月 22 日（予定） 募集人数：70 名。定員になり次第締切〉 

●テーマ【雑誌「Hospitalist」合同企画『１日でわかる！内科医のための術前評価』】 

最近の高齢化社会を反映して，このようなコンサルトが増えてきているのではないでしょうか？ 

  

～85 歳の男性。心房細動，脳梗塞後遺症で左不全麻痺，COPD あり。抗凝固薬を服用中。自宅

で転倒，大腿骨頸部骨折で入院。～ 

  

整形外科の先生から「内科の先生，手術して大丈夫ですか？」 

  

この患者さんのケアのゴール設定は，「また歩けるようになること」「痛くないこと」などです。その

アウトカムを得るためには臓器横断的，全人的なケアが必要です。 

つまり、周術期にも「ジェネラリズム」が必要です。外科，麻酔科と協働してこういった患者さんの

予後改善に役立つよう，我々内科医も知識やスキルを身に着けることがますます必要になりま

す。 

  

今回の JHN セミナーは「Hospitalist」誌タイアップの第 1 弾として，「周術期マネジメント」のエッセ

ンスを「1 日でわかる！」講義形式としてお届けします。 

  

https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12372877156.html
https://goo.gl/forms/wV9d3TlwqCTMGvOX2


●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【10,000 円 （懇親会費別途 4,000 円）】 

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

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

 詳細パンフレット：http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/JHN8_20180707.pdf  

 

 応募サイト：【受付申込はこちらをクリックお願いします。「JHN セミナー」】 

 

 

【第 6 回 POCUS（Point of care Ultrasound)7 月名古屋大学コース（2018 年第 2 回）】 

※POCUS コースは日本救急医学会の『救急科領域講習(シミュレーション Off－JT)』認定コース

です 

  

●会場【名古屋大学 鶴舞キャンパス 基礎研究棟４F 第３講義室他】 

●日時【2018 年 7 月 21 日（土）-22 日（日）】 

     ※21 日（土） 13:30〜18:15 ※22 日（日） 8:30〜12:45 

〈申込締切日：6 月 21 日まで 募集 60 名（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＜日本病院総合診療医学会認定コース＞】 

Amazon でベストセラー『Point of Care Ultrasound』の著者 Nilam J Soni 氏監修。ACCP 超音波

コース認定委員の南太郎氏によるオンライン遠隔講義を開催！（※日本語のコースです。） 

  

＜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【29,000 円】（21 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円） 

 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター一覧】 

http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2018/04/JHN8_20180707.pdf


 

●受付サイト【申込受付はこちらをクリックしてください。「POCUS コース」】 

 

 

【第 2 回 ACP 日本支部 Resident-Fellow Committee 企画 若手医師オフ！ in 京都】 

●会場【boogaloo café 百万遍店】 

●日時【2018 年 6 月 2 日(土) 20 時半～22 時半】 

〈申込締切日：2018 年 5 月 26 日 〆切〉 

●テーマ【ACP 日本支部年次総会に参加される若手医師の交流】 

「米国の医療に興味があり、将来臨床留学したい」 「志の高い全国の仲間と繋がりたい」 「RFC

に加入し、将来的に ACP 日本支部の運営に携わりたい」、そのような方の相互交流の機会を作

るべく、ACP 日本支部 Resident-Fellow Committee は昨年度に引き続き「若手医師オフ！」と題

して、ACP 日本支部年次総会初日である 6 月 2 日（土）に懇親会を開催致します。高名な指導

医の方々と交流するまたとないチャンスです。 

●参加対象【若手医師】 

●参加費【5000 円】 

●問い合わせ先【ACP 日本支部事務局 office@acpjapan.org】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://2ndrfcoff.peatix.com 】 

 

 

【総合診療セミナー in 三重】 

●会場【三重大学新医学棟 3 階第三講義室】 

●日時【2018/5/26（土）14:00-17:00】 

●テーマ【三重県では総合診療のプログラムがすべて統一され、更にいいものを提供すべく取り

組んでいます。総合診療やプログラム、どのようなキャリアを進むのかを知る機会となりますの

で、興味のある方はぜひいらしてください。また総合診療のアプローチを学ぶ総合診療カンファレ

ンスも予定されています。 

実際の臨床現場での臨場感あふれる楽しい企画でなかなか普段学べないものですので、ご期待

ください。】 

●参加対象【総合診療に興味のあるすべての医学生・初期研修医】 

●参加費【無料 託児あり（無料）】 

 17:30 からは無料の懇親会も予定 

●主催【三重大学総合診療ネットワーク 

・三重大学医学部附属病院総合診療科 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座家庭医

療学分野】 

●後援【三重県地域医療支援センター・MMC 卒後臨床研修センター】 

●問い合わせ先・申込み【https://goo.gl/9e55Jo  

    申込みは上記 URL からお願いします。】 

    （当日飛び入り参加も OK です。） 

 

http://2ndrfcoff.peatix.com/
https://goo.gl/9e55Jo


 

【遠隔でまなぶこと・おしえることについて考えよう～きょういく×カフェ】 

●会場【名古屋大学医学部 鶴舞キャンパス 鶴友会館】 

●日時【5 月 20 日(日) 12：00～17:45】 

〈申込締切日：5 月 6 日〉 

●テーマ【遠隔でまなぶこと・おしえること】 

 きょういく×カフェは、「医療現場でのおしえる・まなぶ」をテーマとした遠隔型プロジェクト学習で

す。 

 第 11 回目の今回は、講師として遠隔学習をはじめとする多くの研究をされている京都外国語

大学 外国語学部 教授 村上正行先生をお招きし、「遠隔でのおしえる・まなぶ」をテーマに行い

ます。 

 また、ただ話を聞くだけでなく、実際に自分で遠隔プロジェクトに参加し、スタッフのサポートの

元、現場で働きながら仲間と数ヶ月間学び合うことで、より現場に活きる深い学びを目指します。 

 みずから動いて話し合い、現場に帰ってからも無理なく繋がり続けることで大きな変化が生まれ

ます。 

●参加対象【 遠隔でまなぶ・おしえることに興味を持っている医療者 or 非医療者】 

●参加費【2500 円】 

●問い合わせ先【名古屋大学医学部附属病院総合診療科 kondo@med.nagoya-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://goo.gl/forms/Mz3Kdnp9BcP0oEDN2 】 

 

 

【 NHK ドクターG スピンオフ企画 千葉大 GM カンファレンス 2018 】 

●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【2018 年 5 月 19 日（土） 14:00-17:30（受付開始 13:30）】 

〈申込締切日： 先着 80 名 〉 

●テーマ【患者再現 VTR を使用した診断推論方略にフォーカスしたカンファレンス 】 

●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【千葉大学大学院医学研究院診断推論学・総合診療科 

    E-mail:chibamiraiiryou@gmail.com 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

【 申し込みフォーム URL: https://goo.gl/EFrKrT 】 

 

 

【米国集中治療専門医による超音波ハンズオンレクチャー＆重症内科カンファレンス】 

●会場【藤田保健衛生大学病院】 

●日時【①2018 年 3 月 19 日 ②2018 年 3 月 20 日 両日とも 17 時 30 分から（19 時終了予

定）】 

●テーマ 

https://goo.gl/forms/Mz3Kdnp9BcP0oEDN2
https://goo.gl/EFrKrT


【米国 Brown 大学の内科集中治療医で超音波のスペシャリストである南太郎先生にご来院いた

だき、2 日間にわたり様々なお話しをうかがえることとなりました。 

事前予約制ではありますが、 皆様にもご参加頂ける講演会を企画しました。平日ではあります

が非常に貴重な機会ですので、奮ってご参加頂ければと思います。】 

①エコーによる血行動態の評価/肺・横隔膜エコー 

 ハンズオンを交えて、エコー検査のポイントをお話頂きます 

②重症内科カンファレンス 

 救命 ICU の症例を題材に米国専門医の視点でお話しを伺います 

 

●参加対象【医学部生・初期研修医・後期研修医・指導医】 

●参加費【無料：事前予約制】 

●問い合わせ先【藤田保健衛生大学病院・救急総合内科 竹内元規 

     mtakeuchi7117@gmail.com 】 

 

 

第 3 回 RFC セミナー 

●会場【京都大学国際科学イノベーション棟 5F】 

●日時【2018 年 4 月 15 日(日) 9 時半～15 時半】 

〈申込締切日：４月８日〉 

 

●テーマ【内科医に必要な診療スキルと教育力】 

 2017 年に始動して以来、第 1 回、第 2 回と大好評のセミナーを提供してきた米国内科学会

（ACP）日本支部 Resident Fellow Committee。今回、満を持して第 3 回セミナーのご案内です。

「ジェネラリストをめざしており、必要な診療スキルを伸ばしたい」、「ジェネラルに臨床で活躍しつ

つ、教育者としての知識と実践も知りたい」といった方にピッタリのセミナーです。会場は京都大

学、日曜日の半日開催で遠方の方でも参加しやすいよう配慮致しました。 

内科医に必要な診療スキルを伸ばしたい方を対象とした A 会場と教育者としてのスキルを伸ば

したい方を対象とした B 会場の並行開催です。いずれも臨床、医学教育の第一線で活躍する

方々を招聘し、明日の診療に生きる内容を企画しました。詳細は以下を参照ください。多くの方々

の参加をお待ちしております。 

 

●参加対象【上記テーマに興味のある方はどなたも歓迎します。】 

●参加費【ACP 会員 一般 3000 円 / 初期・後期研修医 2000 円 / 学生 1000 円 

     ACP 非会員 一般 6000 円 / 初期・後期研修医 4000 円 / 学生 2000 円】 

 

●問い合わせ先【office@acpjapan.org 米国内科学会日本支部事務局】 

 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://rfc3rd.peatix.com/?utm_campaign=follow-

organizer&utm_medium=email&utm_source=event%3A350475&kme=reco-clk&km_reco-

str=PodMember 】 

https://rfc3rd.peatix.com/?utm_campaign=follow-organizer&utm_medium=email&utm_source=event%3A350475&kme=reco-clk&km_reco-str=PodMember
https://rfc3rd.peatix.com/?utm_campaign=follow-organizer&utm_medium=email&utm_source=event%3A350475&kme=reco-clk&km_reco-str=PodMember
https://rfc3rd.peatix.com/?utm_campaign=follow-organizer&utm_medium=email&utm_source=event%3A350475&kme=reco-clk&km_reco-str=PodMember


 

 

【第 1 回 医学生・若手医師のための救急×緩和ケアセミナー】 

●会場【済生会福岡病院 12 階会議室】 

●日時【平成 30 年 3 月 17 日 13:30～18:00 予定】 

〈申込締切日：当日参加可〉 

●テーマ【高齢者救急 緩和ケア 

 救急×緩和ケアセミナーという一風変わったタイトルですが、決して救急と緩和ケアは正反対の

世界ではありません。救急の場でも緩和ケアスキルは求められますし、緩和ケアの場でも救急の

センスが問われることは多くあります。これからの医療に必要な、高齢者医療を考える上で学び

になるような企画を用意してますので、こぞってご参加下さい！ 参加希望の方は、

qqxkanwa@gmail.com まで懇親会参加の有無まで記載しご連絡下さい。 

（目的） 

急性期医療だけではなく、急性期を脱した患者のケア、さらに緩和ケアまで包括して対応できる

医師こそ、21 世紀に求められる真の病棟総合内科医であると考える。また、本来緩和ケアと救

急医療は相反するものではなく、必要に応じて、治療の連続性の中で患者に提供できる臨床能

力、コンテクスト理解能力及びシステムの理解が総合内科医には求められる。 

本セミナーは、救急医師、総合内科医、緩和ケア医の共同により、そのような内科医師の育成に

貢献するために企画された。 

 

参加対象【医学生 初期～後期研修医】 

参加費【医学生無料 医師 1000 円】 

問い合わせ先【qqxkanwa@gmail.com】 

詳細情報（リンク先 URL 等）【https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12342850574.html 】 

 

 

【第 5 回 POCUS（Point of care Ultrasound)3 月浦安コース（2018 年第 1 回）】 

●会場【東京ベイ・浦安市川医療センター 2 階講堂】 

●日時【2018 年 3 月 17 日（土）-18 日（日）】 

     ※17 日（土） 13:00〜18:00 ※18 日（日） 8:30〜12:45 

〈申込締切日：2 月 15 日まで 募集 60 名（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。） 

  

＜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。 

https://ameblo.jp/iizukapc/entry-12342850574.html


＜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【29,000 円】（17 日（土）懇親会あり：別途 4,500 円） 

 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター・アシスタント一覧 準備中】 

 

●受付サイト【申込受付はこちらをクリックしてください。】 

 

 

【第７回 JHN セミナー】 

●会場【洛和会音羽病院 洛和会京都厚生学校】 

    http://www.rakuwa.or.jp/otowa/access.html  

●日時【2017 年 2 月 25 日（日）10:00〜17:00】 

〈申込締切日：2 月 9 日（予定） 募集人数：100 名。定員になり次第締切〉 

●テーマ【不明熱の診断ストラテジー】 

 外来・入院診療で発熱を主訴に来院する患者さんは多いと思いますが、「原因がよくわからな

い発熱」に出会うとストレスを感じませんか？ ストレスをゼロにすることはできないとしても、どの

ように系統立てて考えれば効率よく漏れなく診断に至るのか、そのノウハウやストラテジーをお伝

えしたいと思います。プログラムの最初に用意した招待講演では、ドクターG でおなじみ、診断学

の泰斗、酒見英太先生をお招きし、不明熱に関する症例をぶっつけ本番で紐解く「アドリブ症例

検討会」を行います。続いて、ホスピタリストであればこれだけは押さえておきたい不明熱のポイ

ントについて３名の講師陣がミニレクチャーを行います。さらに、実践的な症例に基づいたワーク

ショップ（WS）を３ラウンドご用意いたしました。明日からの臨床に活かすことができる学びの機会

となるよう、スタッフ一同準備をしてまいります。多数の皆様のご参加をお待ちしております。 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【5000 円 （昼食弁当代別途 1000 円）】 

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

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

 詳細パンフレット：http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/JHN7_20180225.pdf  

 

 応募サイト：【受付申込はこちらからお願いします。】 

http://www.rakuwa.or.jp/otowa/access.html
http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2017/11/JHN7_20180225.pdf


 

 

【飯塚病院 清田 雅智先生 ケースカンファレンス －臨床推理探偵 Dr. K－緑の戦士達からの

挑戦状】 

●会場【ハービス PLAZA 5 階貸会議室 2 号室(大阪府大阪市北区梅田 2-5-25)】 

〈アクセス〉 http://www.herbis-kaigi.com/access/  

●日時【2018 年 2 月 24 日(土) 17:30～19:30（受付 17:00～）】 

〈申込締切日：2 月 22 日(木)・申込み多数の場合は期日より前に締め切らせていただくことがご

ざいます。〉 

●テーマ【Difficult Case への挑戦状】 

総合診療の巨匠 清田 雅智先生をお迎えして日常診療の中で我々が悩む場面を準備しました。 

見たことのないプレゼンテーションを呈すケースや、思考停止に陥りそうな状況において、臨床推

理探偵 Dr. K がどのように解決するのか…前情報全くなしのガチンコケースカンファレンスです。 

●参加対象【総合診療にご興味をお持ちの方(初期研修医・医学生の方も歓迎します)】 

●参加費【無料 ・ ※懇親会あり（自費）】 

●問い合わせ先【医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 E-mail：yao-kenshu@tokushukai.jp 

        電話 072-993-8501(代表) (総務課 山田･阪口) 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【http://www.yao-doctor.com/images/pdf/poster20180224.pdf 】 

〈参加申込みフォーム〉 https://goo.gl/forms/FxJEIEv3Y0TbMSrB2  

 

 

【FCCS2 月飯塚コース】 

●会場【飯塚病院 北棟 4 階多目的ホール・予防医学センターおよび 1 階トリアージセンター】 

    http://aih-net.com/about/access.html  

●日時【2018 年 2 月 17 日(土)、18 日(日)】 

〈申込締切日：1 月 11 日（予定） 募集人数：28 名。定員になり次第締切〉 

●概要【FCCS コースは、米国集中治療医学会（SCCM）が企画運営している研修コース です。 

 このコースは、あくまで、集中治療を専門としない医師 （またはレジデント）、 

 集中治療に携わる看護師・臨床工学技士・理学療法士・救命士等を対象に集中治療の初期治

療の標準化を目指すものです。さらに集中治療を専門とする医師にとっても、レジデント教育のた

めには非常に有用だと思います。 今回のコースにおいても、この取り組みをより広く周知させて

いくためのお手伝いをしていただける方の積極的なご参加をお待ちいたします。また、すでに

FCCS コースを受講されたプロバイダーの方で、今後インストラクターとしてご協力いただける方

もインストラクター候補者として別途募集します。多数の皆様の参加をお待ちしております。】 

●参加対象【初期研修医、後期研修医、医師、看護師、理学療法士、薬剤師、臨床工学技士】 

●参加費【50,000 円＋税】 

●問い合わせ先【事務局 原田、大竹 office@ccpat.net TEL:03-5840-6131】 

 

●詳細情報 

 詳細案内ページ：http://ccpat.net/  

http://www.herbis-kaigi.com/access/
http://www.yao-doctor.com/images/pdf/poster20180224.pdf
https://goo.gl/forms/FxJEIEv3Y0TbMSrB2
http://aih-net.com/about/access.html
http://ccpat.net/


 コース概要：http://ccpat.net/fccs_pfccs_fdm/fccs/  

 

 

 応募サイト：http://ccpat.net/crs_form/fccs_form_2017_1/  

 

 

【第 4 回九州心不全緩和ケア深論プロジェクト】 

●会場【電気ビル共創館 3F 大会議室（福岡市中央区渡辺通 2-1-82）】 

●日時【平成 30 年 2 月 17 日 14:00-18:20】 

〈申込締切日：当日参加可〉 

●テーマ【心不全緩和ケア】 

●参加対象【すべての職種・学生】 

●参加費【医師 3000 円（事前予約 2700 円） 医師以外 1000 円（事前予約 800 円）】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【https://peatix.com/event/330931】 

 

 

【UPMC Dr. Wilson によるレクチャー＆ワークショップ】 

●会場【飯塚病院 北棟 4F 多目的ホール】 

    http://aih-net.com/about/access.html  

●日時【2018 年 1 月 27 日（土） 9:30～13:00（予定）】 

〈申込締切日：1 月 26 日予定〉 

●テーマ【研修医、指導医を対象とする Faculty Development】 

  医師の方ならどなたでも参加可能です（興味のある医学生も募集予定） 

  ※通訳もいるので日本語全く問題ありません。 

飯塚病院では、年１回アメリカのピッツバーグ大学メディカルセンター（University of Pittsburgh 

Medical Center）より指導医を迎え、研修医、指導医を対象に Faculty Development（以下 FD：FD

は教育者の教育と考えていただけるとよいです。）の教育の機会を設けております。 

 

この FD コースに興味があるという他院の先生方からの声を受け、今回の訪問のタイミングで他

院の先生方もご参加可能なセッションをご準備いたしました。院内開催となりますが、興味のある

方はどなたでも是非ご参加下さい。 

 

参加対象【医師（興味のある医学生も募集予定）】 

参加費【無料：要事前登録】 

問い合わせ先【メールアドレス：education-info@aih-net.com】 

詳細情報（リンク先 URL 等） 

【参加を希望される方は下記 4 項目の内容を記載の上、 

 飯塚病院 教育推進本部（education-info@aih-net.com）までご連絡下さい。 

① お名前（ふりがな）、②所属、③メールアドレス、④昼食会 参加 / 不参加 】 

 

http://ccpat.net/fccs_pfccs_fdm/fccs/
http://ccpat.net/crs_form/fccs_form_2017_1/
https://peatix.com/event/330931%E3%80%91
http://aih-net.com/about/access.html


 

【血液ガス白熱講義】 

●会場【トラストシティカンファレンス・京橋 

   東京都中央区京橋 2-1-3 京橋トラストタワー4 階】 

●日時【2017 年 12 月 9 日（土）13:30〜16:00】 

●テーマ 

【『血液ガス白熱講義』は、これまで血液ガスを活かし切れていなかった方が、基本から血液ガス

の解釈を学ぶための 150 分間のプログラムです。やむくもに暗記するだけでなく、理屈を理解す

ることで使える血液ガス解釈を身につけます。「血液ガスってなんだか難しそう」という方もご心配

なく。最低限の基礎知識があれば必ず自分で読めるようになるための白熱教室です。 

 「なんとなく OK」的な血液ガスの読み方から卒業したい方、これから血液ガスを学びたい方は

是非ご参加下さい。明日から血液ガスを見るのが楽しみになるはずです。】 

●参加対象【血液ガスを学びたい医療従事者】 

●参加費【8000 円】 

●問い合わせ先【support@intensivecare.club】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://www.intensivecare.club/abgseminar 】 

 

 

【POCUS（Point of care Ultrasound)12 月藤田保健衛生大学コース】 

●会場【藤田保健衛生大学 生涯教育研修センター1 号館 14 階 カンファレンス室 他】 

●日時【2017 年 12 月 2 日（土）-3 日（日）】 

     ※2 日（土） 13:00〜18:00 ※3 日（日） 8:30〜12:45 

〈申込締切日：11 月 2 日まで 募集 60 名（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』に準拠。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。） 

  

＜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 

http://www.intensivecare.club/abgseminar


●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【29,000 円】（2 日（土）懇親会あり：別途 4,000 円） 

●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】  

●インストラクター名簿【ディレクター・インストラクター・アシスタント一覧】 

●募集受付ページ【参加申込みはこちらをクリックして下さい。受付ページに移動します】 

 

 

【最新論文 30 選！】 

＜東京ベイ・浦安市川医療センター、亀田総合病院、聖マリアンナ医科大学合同セミナー＞ 

●会場【東京ベイ浦安市川医療センター 講堂】 

●日時【2017 年 10 月 28 日 土曜日 13:00-17:00】 

●参加費用【5000 円 (懇親会参加の場合は別途 4000 円)】 

●テーマ【１．最新論文 30 選と題し、2016 年－2017 年に発表になった内科論文 30 本を紹介し

ます。 

全臓器専門科からまんべんなく最重要論文を 30 本厳選しています。論文紹介だけでなく、どの

ように日常臨床に役立てるかの解説も行います。なかなか全分野の最新論文に目を通すことは

困難と考えます。忙しく全分野の論文に目を通すのが困難と感じている人に特におすすめです。

一部、ACP Japan chapter での発表とかぶりますが大幅に変更しています。 

 

２．さらに、「総合内科医に必要な腫瘍内科」「総合内科医に必要な周術期」をレクチャーします。 

特に周術期は総合内科医にとってなじみのうすい分野かもしれません。30 分では一部しかお話

しできませんが、これを機に興味を持っていただければと考えます。 

 

★ポスターや上記プログラムのＰＤＦダウンロードは、 

 https://jrsr.jimdo.com/最新論文 30 選-セミナー案内/  こちらから可能です。 

 

●申込み【http://30sen.peatix.com/（クレジットカード払いになります）】 

●お問合せ/事務局【一般社団法人 JrSr（ジュニアシニア）】 

 東京都中央区銀座 1-20-14 銀座 NK ビル８F 

 電話 03-6825-8008（月水金 10：00-17：00） 

 FAX  03-3538-3552 

 Email jrsroffice@gmail.com 

 

 

【ACP 日本支部 Resident-Fellow Committee 主催 

 第 2 回 RFC セミナー アカデミックジェネラリストをめざすあなたへ】 

●会場【グランフロント大阪 タワーB】 

●日時【2017 年 10 月 22 日(日) 10 時～16 時】 



〈申込締切日：2017 年 10 月 15 日約 50 名（定員に達した場合は早期に締め切る可能性があり

ます）〉 

 

●テーマ【「ジェネラリストをめざしており、必要な診療スキルを伸ばしたい」、「リサーチマインドを

持ったジェネラリストになるための知識と実践を知りたい」といったあなたにピッタリのセミナーで

す。ケースカンファレンスではジェネラリストのための膠原病診療、プレナリーランチョンでは Step 

Beyond Hospitalist、ワークショップでは臨床疑問と臨床研究～ケースで考えたことから臨床研究

をデザインしてみよう～、パネルディスカッションでは臨床研究のいまと未来を用意しております。

詳細は以下のリンクよりご確認のほどお願いします】 

 

●参加対象【医学部生、研修医、指導医】 

●参加費【ACP 会員 一般 3000 円 / 初期・後期研修医 2000 円 / 学生 1000 円 

 ACP 非会員 一般 6000 円 / 初期・後期研修医 4000 円 / 学生 2000 円】 

●問い合わせ先【office@acpjapan.org】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://ptix.co/2izSj6b 】 

 

 

【第６回 JHN セミナー】 

●会場【（国立病院機構 東京医療センター敷地内）国立病院機構 研修センター 1F + 2F】 

    https://www.hosp.go.jp/files/000001171.pdf 

●日時【2017 年 9 月 23 日（土）12:30～19:00】 

〈申込締切日：9 月 11 日（予定） 募集人数：100 名。定員になり次第締切〉 

●テーマ【step up 外来診療 －予防医療最前線 & どうやるの？高血圧・高脂血症・糖尿病外

来－】 

  Hospitalist として病棟診療を行いつつ、外来診療にも携わっている先生は多いと思います。 

 「自分がかかりつけ医みたいになっているけど、ワクチンとか骨粗鬆症とか介入しなくて大丈

夫？」 

 「なんとなくいつも同じ薬出しているけど本当にコレで良いのかな？」 

 「スタチン処方しているけどあまりコレステロールが下がらない。増やせば良いの？」などなど  

 外来ならではの疑問を解決して、外来診療を step up しましょう。 

 招待講演とレクチャーの後には、明日からの診療に役立ちやすくするためにワークショップで復

習をします。 

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。今回も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、八重樫牧人先生が参加します。 

●参加対象【医学部生、初期研修医、後期研修医、指導医】 

●参加費【5000 円 （懇親会別途 4500 円）】 

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

●詳細情報（リンク先 URL 等） 

 詳細パンフレット：http://hospitalist.jp/wp/wp-content/uploads/2017/06/JHN_seminar6.pdf 

http://ptix.co/2izSj6b


 応募サイト：【参加申込みはこちらをクリックして下さい。受付ページに移動します】 

 

 

【POCUS (Point of Care Ultrasound) コース】 

POCUS 第 2 回：浦安コース ※※第 15 回病院総合診療医学会ポストコース 

●会場【東京ベイ・浦安市川医療センター】 

●日時【2017 年 9 月 16 日（土）～17 日（日） 

        ※16 日 13:00～18:00 ※17 日 8:30～12:45 

〈申込締切日：8 月 14 日まで 募集 60 名（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【29,000 円】（16 日懇親会あり：別途 4,000 円） 

●共催【第 15 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【ディレクター・インストラクター・アシスタント一覧】 

●募集受付ページ【参加申込みはこちらをクリックして下さい。受付ページに移動します。】 

 

 

【第 9 回 きょういく×カフェ】 

●会場【名古屋大学 医学部(鶴舞キャンパス) 第 1 会議室】 

●日時【2017/7/16 （日） 12:00-18:00】 

●テーマ【新しいテーマと視点の獲得・複雑系・不確実性を扱うスキル】 



●参加対象【いまの現場にどこか閉塞感を感じていたり変化の必要性を感じている方】 

●参加費【2000 円】 

●問い合わせ先【ncukondo@gmail.com】 

       【申し込み：https://goo.gl/forms/ZFqXQXNZ4LpZcQmG3 】 

 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://kyouikucafe.wixsite.com/home 】 

 

 

【大阪ジェネラルマインド医師養成セミナー 】 

●会場【AP 大阪梅田茶屋町 】 

●日時【2017 年 7 月 8 日(土)15：00～18：20（14:30 開場）】 

〈申込締切日：7 月 4 日 〉 

●テーマ【ジェネラリストが診る感染症 】 

●参加対象【医師（キャリア不問） 】 

●参加費【無料 】 

●問い合わせ先【mirai-iryou@ml.office.osaka-u.ac.jp】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【申込みフォーム https://goo.gl/forms/yzae4h3C4lG9KXC02】 

 

 

【第 3 回 九州心不全緩和ケア深論プロジェクト】 

●会場【TKP 博多駅前シティセンター  

   〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-2-1 日本生命博多駅前ビル 8F 】 

●日時【 2017 年 7 月 22 日土曜日 12:30～18:00】 

〈申込締切日：事前登録：2017 年 7 月 21 日まで 空席あれば当日参加可 〉 

●テーマ【 非癌の緩和ケア、心不全の緩和ケア勉強会 】 

●参加対象【 全年代の医師、医学生、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー その他】 

●参加費【 医師 3000 円，メディカルスタッフ 1000 円 】 

●問い合わせ先【 ホームページよりお問い合わせください 】 

●詳細情報（リンク先 URL 等）【 http://shinpro.main.jp/2017/05/22/hello-world/ 】 

 

 

【未来医療 3 大学合同セミナー2017 ジェネラリストから学ぶプライマリ・ケアで役立つ身体診察】 

●会場【 千葉大学医学部附属病院クリニカル・スキルズ・センター 】 

●日時【 2017 年 7 月 9 日（日） 12:00-16:00 】 

〈申込締切： 先着４０名 〉 

●テーマ【 プライマリ・ケアで役立つ身体診察手技修得のためのワークショップ 】 

●参加対象【 身体診察に興味のある医学生、初期研修医、専攻医、指導医（白衣、聴診器を持

参）】 

●参加費【 無料 】 

http://kyouikucafe.wixsite.com/home
http://shinpro.main.jp/2017/05/22/hello-world/


●問い合わせ先【千葉大学大学院医学研究院診断推論学・総合診療科 E-

mail:chibamiraiiryou@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/cdIIhBcQZpJFJnRU2  】 

 

 

【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】 

 

 

https://goo.gl/forms/cdIIhBcQZpJFJnRU2
https://goo.gl/forms/zmG3N7b50Lu1OUqB3
https://goo.gl/forms/yR0hkYhuAWgLJblh2


【 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） 

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


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！ 

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


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…＞ 

http://peatix.com/event/221056/view
http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2017_01.pdf


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）】 

http://www.jchs.or.jp/
http://www.jchs.or.jp/gs-home/
http://kokucheese.com/event/index/433923/


〈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。 

http://peatix.com/event/180008


（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。）〉 

http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2016_03.pdf


●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。 

https://www.facebook.com/Hikari.GIM
http://www.theidaten.jp/data/case/cc46_20160903.pdf
http://kyoto-zaitaku-med.or.jp/news/213.html


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/】 

 

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

 

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

http://ameblo.jp/iizukapc/entry-12166978890.html
http://www.jaam.jp/html/info/2016/info-20160330.htm


●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、 

http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2016.pdf
http://www.shorenjilake.com/


 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。】 

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


●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- 】 

http://www.cipt-chiba-u.jp/
http://chiba-soshin.umin.jp/soshin/activity_report/top.html
http://www.med.u-tokai.ac.jp/web/access.html
http://kokucheese.com/event/index/374819/
https://ssl.kokucheese.com/event/entry/374819/


●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】 

https://www.facebook.com/groups/577891482387333/
http://www.kameda-i.ac.jp/school/access.htm
http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2015/10/blog-post.html
http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2015/10/blog-post.html


●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%83%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。】 

http://jrsr.jimdo.com/dr-machi%E3%81%A8%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/
http://jrsr.jimdo.com/dr-machi%E3%81%A8%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/
http://jrsr.jimdo.com/dr-machi%E3%81%A8%E4%BB%B2%E9%96%93%E3%81%9F%E3%81%A1-%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97/


●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』 

http://sakai-residents.jimdo.com/
http://www.janamef.jp/seminars/20151003/


  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】 

http://critical-fukuchiyama.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Hikari.GIM
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】 

http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/07/blog-post_22.html
http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/07/blog-post_15.html


●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 】 

 

 

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

http://www.jadecom.or.jp/info/detail.html?pageid=674%E3%80%91


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。 

http://www.medic.mie-u.ac.jp/soshin/tr/kateiiryouseminar2015.jpg
http://goo.gl/forms/AJc4CLPXmc
http://www.nabari-city-hospital.jp/news/camping2015.html


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」】 

 

 

https://goo.gl/upEmR9
http://goo.gl/forms/ohxlAcA2BA
http://www.fuji-future.jp/workshop/2015/04/08/2086


【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）】 

https://www.facebook.com/234823156533020/photos/a.551986904816642.148695.234823156533020/1091490960866231/?type=1&theater
https://www.facebook.com/234823156533020/photos/a.551986904816642.148695.234823156533020/1091490960866231/?type=1&theater


●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.-

2207520000.1429149222./884291334971442/?type=1&theater】 

 

http://respiratoryworkshop.blogspot.jp/2015/03/blog-post.html
http://www.amc1.jp/rinsyou/topics/hospcafe_2015.pdf
https://www.facebook.com/213221202078462/photos/pb.213221202078462.-2207520000.1429149222./884291334971442/?type=1&theater
https://www.facebook.com/213221202078462/photos/pb.213221202078462.-2207520000.1429149222./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 】 

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


●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）】 

http://hospitalist.jp/seminar/file/jhnseminar01.pdf
http://ptix.co/1B5ChzK
https://twitter.com/MGH_GIM/status/556234897291898881/photo/1


●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/viewform 】 

 

 

【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】 

http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html
http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html
http://ipeipw.org/approach/symposium/
http://ipeipw.org/application/
https://docs.google.com/forms/d/1i03bTh6aWPaBeTn9kenh-qit0kNucJ9zCm9n4t6wVng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1i03bTh6aWPaBeTn9kenh-qit0kNucJ9zCm9n4t6wVng/viewform


●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〉 

http://www.primary-care.or.jp/seminar_w/20150221/pro.html
http://respiratoryworkshop.blogspot.com/2014/11/18.html
http://www.fmu.ac.jp/home/cmecd/index.html


●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】 

mailto:education@aih-net.com
http://aih-net.com/resident/attractive/visitors.html


●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/】 

 

 

mailto:nandemosyoreikentokai@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/pages/%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E7%97%87%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A/961830317175717?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%82%E7%97%87%E4%BE%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E4%BC%9A/961830317175717?ref=hl
http://www.kansai-hiv.com/notice.html#140922_1500
mailto:info@gonryo.com
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】 
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●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】 

 

 

 


