
外部講師招聘実績

【2009年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2009/7/3（金） 千葉大学医学部附属病院 総合診療科教授・部長 生坂 政臣
講演会「外来診断法」：医療面接に重点を置き、病歴から外来疾患を診断
する方法を学ぶ

2 2009/11/6（金） 福井大学医学部附属病院 副院長、教授 寺澤 秀一 講演会「ER診療の心得」：ＥＲ診療の心得を基礎知識として習得する

3 2009/11/30（月） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 「鑑別診断および問題解決手法の習得」

4 2010/2/26（金） 天理よろづ相談所病院 臨床病理部　部長 松尾 収二 R-CPC（検査データの読み方を学習する）

【2010年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2010/6/1・2（火・水） 米ピッツバーグ大学病院 内科医 松原 はるか 研修医３名の症例発表、病棟回診、米国での研修・医療に関する講演

2 2010/11/23（火） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 「鑑別診断および問題解決手法の習得」

3 2011/1/21（金） 市立福知山市民病院 総合内科　医長 川島 篤志 病歴と身体所見を中心とした臨床診断

4 2011/2/4（金） 京都府立医科大学 救急医療学教室　教授 太田 凡 「救急外来で、ともに働く後輩たちに伝えたいと願っていること」

【2011年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2011/9/28（火） 京都大学医学部付属病院 感染制御部/ICT　教授 一山　智 感染防止と「安全な医療」の提供

2 2011/11/23（水） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 「鑑別診断および問題解決手法の習得」

3 2012/2/16（木） 洛和会丸太町病院 救急・総合診療科 上田　剛士 「めまい」の診断ポイントと見逃しがちな症状を理解、習得する。

4 2012/3/15（木） 福井大学医学部
地域医療推進講座
教授

寺澤 秀一 「ＥＲトラブル事例」

【2012年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2012/6/29（金） 西伊豆病院 院長 仲田 和正 「初期研修、学び方の極意」

2 2012/7/20（金） 藤田保健衛生大学 教授 山中 克郎 ｢攻める問診、身体所見からの鑑別診断｣

3 2012/8/15（水）
メソジスト病院
テキサス州ヒューストン

救急・総合診療科 河合 真 神経内科神経生理についての教育

4 2012/11/23（金） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 「鑑別診断および問題解決手法の習得」

5 2013/1/25（金） 倉敷中央病院
統合診療科・
救急医療センター

福岡 敏雄 「救急外来での診断演習：感度、特異度、そして尤度比」

【2013年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2013/7/29（水）
メソジスト病院
テキサス州ヒューストン

救急・総合診療科 河合 真 『あなたの分野の睡眠医学』

2 2013/11/24（日） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 「鑑別診断および問題解決手法の習得」

3 2014/1/22（水） 北九州八幡病院八幡病院 病院長 市川 光太郎 『小児救急診療における心得』

4 2014/1/31（金） 岡山大学
高度救命救急センター
助教

野坂 宜之
（当院研修医OB）

こどものER初期診療　研修医の抵抗を少しでも少なくするために

【2014年度】

No. 日程 所属 部署・役職 講師名 内容

1 2014/9/3（水）
福井大学医学部附属病院
総合診療部

総合診療部 林 寛之 『アドレナリンジャンキー！ＥＲの世界！』

2 2014/11/3（水） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein  『鑑別診断および問題解決手法の習得』

3 2014/11/10（水）
LDS Hospital
（ユタ州ソルトレイクシティー）

－ 田中 竜馬 『人工呼吸器のやさしい使い方』

【2015年度】

No. 日程 所属 部署・役職 氏名 内容・目的

1 2015/6/15（月）
マウントサイナイ
ベスイスラエル病院

－
三隅田 尚樹
（当院研修医OB）

「アメリカ研修で学んだこと（失ったこと）」

2 2015/8/4（火） スタンフォード大学
精神医学科　睡眠医学
部門

河合 真 「誰も教えてくれない睡眠薬の使い方」　及び　研修医向けレクチャー

3 2015/9/4（金） 静岡県立静岡がんセンター 大腸外科
山川 雄士
（当院研修医OB）

「外科とがんと私　～10年の歩み～」

4 2016/2/19（金） 洛和会丸太町病院
救急・総合診療科　医
長

上田 剛士 「救急外来だからこそ使いたい身体所見」

5 2016/3/7（月） 宮崎大学　医学部 英語分野　准教授 Michael Guest
「Japanese Doctors and International Conference Presentations: Hints
and Cautions」　～日本人医師のための国際学会サバイバル～

【2016年度】

No. 日程 所属 部署・役職 氏名 内容・目的

1 2016/7/25（月） スタンフォード大学 神経内科 河合 真 ①燃え尽きないために必要なこと　②高齢者の睡眠と認知症

2 2016/11/5（土） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 鑑別診断および問題解決手法の修得

3 2017/3/3（金） 豊田地域医療センター
総合診療科長、在宅医
療支援センター長

大杉 泰弘 新しい地域医療実習　～専門家研修と総合診療研修の違い～

【2017年度】

No. 日程 所属 部署・役職 氏名 内容・目的

1 2017/6/23（金） フロリダ大学 総合内科　教授 Gerald Stein 鑑別診断および問題解決手法の修得

2 2017/8/28（月） 東京北医療センター　綜合内科医長 南郷 栄秀 EBM研修

3 2018/1/12（金） 宮崎大学　医学部 英語分野　准教授 Michael Guest
医師・コメディカル・事務対象
日本人医師のための国際学会発表サバイバル


