
カテゴリー コンテンツ名 著者名：所属役職名

症状所見 低血圧 門前幸志郎: 医療法人社団鶴亀会 新宿つるかめクリニック

症状所見 起立性低血圧症 音羽勘一: 富山県立中央病院　内科（循環器）

症状所見 かぜ 桐ケ谷大淳: 日南市立中部病院

症状所見 レイノー現象 土師陽一郎: 大同病院 膠原病・リウマチ内科

症状所見 男性不妊 松田公志: 関西医科大学 泌尿器科学教室

症状所見 血精液症
松田公志: 関西医科大学 泌尿器科学教室

井上貴昭: 原泌尿器科病院

症状所見 眼底出血 飯島裕幸: 山梨大学医学部眼科学教室

症状所見 網膜剝離 平田 憲: 林眼科病院

症状所見 眼瞼けいれん 若倉雅登: 井上眼科病院

症状所見 偶発性低体温症 千葉　大: Family Medical Practice Hanoi

症状所見 痙攣発作終了後の対応 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

症状所見 熱中症、熱射病 千葉拓世: 国際医療福祉大学 救急医学講座

症状所見 意識障害 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

症状所見 ショック 井上茂亮: 神戸大学大学院 医学研究科外科系講座

症状所見 緊張性気胸 東裕之: 福井県立病院 救命救急センター

症状所見 偽けいれん・偽意識障害 大高俊一: 国際医療福祉大学成田病院　救急科

症状所見 暴れる患者への対応 小淵岳恒: 福井大学医学部附属病院 救急部

症状所見 動悸 武村克哉: 琉球大学病院 地域・国際医療部

症状所見 頻拍 鈴木誠: 横浜南共済病院 循環器内科

症状所見 不整脈 鈴木誠: 横浜南共済病院 循環器内科

症状所見 徐脈

廣田尚美: 財団法人心臓血管研究所付属病院

相良耕一: 医療法人財団 日扇会第一病院

鈴木信也: 財団法人心臓血管研究所付属病院

症状所見 心臓血栓（エコー） 椎野憲二: 藤田医科大学病院 循環器内科

症状所見 慢性下肢動脈閉塞 宮田哲郎: 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

症状所見 胸痛 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

症状所見 労作性胸痛 門前幸志郎: 医療法人社団鶴亀会 新宿つるかめクリニック

症状所見 下肢静脈怒張
高木郁代: 日本医科大学 循環器内科・総合診療科／榊原記念クリニック

新本春夫: 榊原記念病院

症状所見 頚部血管雑音 木村和美: 日本医科大学 脳神経内科

症状所見 起坐呼吸 大谷朋仁: 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

症状所見 拍動性腫瘤 宮田哲郎: 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

症状所見 心雑音（先天性心疾患） 高階經和: 公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会 理事長

症状所見 めまい 林理生: 社会医療法人友愛会 恵愛病院 内科

症状所見 歩行障害、転倒 内藤　寛: 伊勢赤十字病院 脳神経内科

症状所見 急性運動失調 瀧山嘉久: 山梨大学大学院総合研究部 医学域 神経内科学講座

症状所見 慢性運動失調
石黒太郎: 東京医科歯科大学 脳神経病態学分野

水澤英洋: 国立精神・神経医療研究センター病院

症状所見 失語症
杉本あずさ: 昭和大学 内科学講座 脳神経内科学部門

河村満: 奥沢病院

症状所見 全身の疼痛 吉見祐輔: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 静座不能（アカシジア） 横谷省治: 筑波大学医学医療系 地域総合診療医学

症状所見 遅発性ジスキネジア 冨山誠彦: 弘前大学大学院医学研究科脳神経内科学講座

症状所見 筋力低下 庄司進一: 筑波大学

症状所見 高CK血症 前野貴美: 筑波大学 総合診療科

症状所見 平衡障害 室伏利久: 帝京大学 耳鼻咽喉科

症状所見 振戦 大熊泰之: 順天堂大学 脳神経内科

症状所見 反射異常 阿部康二: 国立精神・神経医療研究センター病院長

症状所見 片麻痺 北川一夫: 東京女子医科大学医学部脳神経内科

症状所見 対麻痺 福武敏夫: 亀田メディカルセンター 脳神経内科

症状所見 しびれ・感覚障害
綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

漆葉章典: 東京都立神経病院　脳神経内科

症状所見 認知症 柴﨑俊一: ひたちなか総合病院 救急・総合内科

症状所見 顔面筋の麻痺
河村満: 奥沢病院

黒田岳志: 昭和大学 医学部内科学講座 脳神経内科学部門

症状所見 顔面の神経痛 廣瀬由美: 筑波メディカルセンター病院 総合診療科

症状所見 脊髄圧迫所見 高橋敏行: 藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

症状所見 チック障害 野村芳子: 野村芳子小児神経学クリニック

症状所見 失神 武村克哉: 琉球大学病院 地域・国際医療部

症状所見
こむらがえり・下肢つり・有痛性の

筋収縮
石井一弘: 筑波⼤学 医学医療系 神経内科学

症状所見 筋肉痛（全身） 原田芳巳: 東京医科大学病院 総合診療科

症状所見 眼振 小曽根早知子: 筑波大学 総合診療科

症状所見 項部硬直 堀進悟: 慶應義塾大学 救急医学

症状所見 急性咳嗽 吉藤歩: 東京都済生会中央病院　腎臓内科

症状所見 窒息 橘直人: 愛媛県立中央病院 救急科

症状所見 呼吸停止 田中敏春: JA 新潟厚生連 上越総合病院 救急科

症状所見 孤立性肺結節 喜舎場朝雄: 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

症状所見 労作性の呼吸困難 柳　秀高: 東海大学 内科学系総合内科

症状所見 チアノーゼ 柳　秀高: 東海大学 内科学系総合内科

症状所見 慢性咳嗽 鎌田一宏: 福島県立医科大学 会津医療センター 総合内科

2022年1月7日現在　　※複数の領域に含まれているコンテンツがあります。

コンテンツリスト
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症状所見 呼吸困難 志賀隆: 国際医療福祉大学 医学部救急医学/国際医療福祉大学病院 救急医療部

症状所見 胸水 山沢英明: 国際医療福祉大病院 呼吸器内科

症状所見 痰の異常（喀痰、血痰） 仁多 寅彦: 聖路加国際病院 呼吸器内科

症状所見 黄疸 小俣富美雄: 聖路加国際病院 消化器内科

症状所見 急性下痢 脇坂達郎: JA愛知厚生連 海南病院 総合内科

症状所見 慢性下痢 鎌田一宏: 福島県立医科大学 会津医療センター 総合内科

症状所見 腹痛 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

症状所見 消化不良 黒田浩一: 亀田総合病院 感染症科

症状所見 しゃっくり 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

症状所見 下血・血便
山本博徳: 自治医科大学 消化器内科学部門

砂田圭二郎: 自治医科大学 消化器内科学部門

症状所見 便秘症 松橋信行: NTT東日本関東病院 消化器内科

症状所見 腸音異常 本村和久: 沖縄県立中部病院 総合内科

症状所見 筋性防御 矢吹拓: 国立病院機構栃木医療センター 内科

症状所見 経管栄養患者の下痢 末松篤樹: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 肝腫大
川合弘一: 新潟県立新発田病院 内科

青柳豊: 厚生連新潟医療センター 消化器病センター

症状所見 門脈圧亢進
入江真: 福岡大学西新病院

向坂彰太郎: 福岡大学 医学科消化器内科学

症状所見 腹水貯留
榎本平之: 兵庫医科大学 肝胆膵内科

西口修平: 加納総合病院 消化器内科、大阪市立大学 肝疾患地域連携医療学寄附講座

症状所見 腹部血管雑音 廣瀬由美: 筑波メディカルセンター病院 総合診療科

症状所見 腸間膜動脈虚血 石澤嶺: 東京医療センター 救命救急センター

症状所見 膵臓の石灰化 廣田衛久: 東北医科薬科大学 内科学第二（消化器内科）

症状所見 吐き気、嘔吐 柴﨑俊一: ひたちなか総合病院 救急・総合内科

症状所見 吐血 小林隆: 藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科

症状所見 直腸肛門部腫瘤 金城謙太郎: 帝京大学医学部 救急医学講座総合診療科

症状所見 脾腫 萩原將太郎: 筑波大学附属水戸地域医療教育センター

症状所見 リンパ節腫大 萩原將太郎: 筑波大学附属水戸地域医療教育センター

症状所見 出血傾向 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 凝固傾向 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見
精巣/陰嚢の異常(急性陰嚢痛、左右

差、萎縮など)
村雲雅志: 市立釧路総合病院 泌尿器科

症状所見 尿道分泌物 荒川創一: 三田市民病院

症状所見 陰茎の異常 守屋仁彦: 北海道大学 腎泌尿器外科学分野

症状所見 性交不能症 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

症状所見 血尿 前川道隆: 藤田医科大学ばんたね病院　腎臓内科

症状所見 蛋白尿 今井圓裕: 中山寺いまいクリニック

症状所見 着色尿 堀尾　勝: 関西メディカル病院　腎臓内科

症状所見 溶血、ヘモグロビン血症
金倉 譲: 一般財団法人 住友病院

柴山浩彦: 大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科

症状所見 頻尿 高澤直子: 順天堂東京江東高齢者医療センター 泌尿器科

症状所見 多尿 前川道隆: 藤田医科大学ばんたね病院　腎臓内科

症状所見 尿失禁 高澤直子: 順天堂東京江東高齢者医療センター 泌尿器科

症状所見 夜尿症

内藤泰行: 京都府立医科大学 泌尿器科

河内明宏: 滋賀医科大学 泌尿器科学講座

上仁数義: 滋賀医科大学 泌尿器科学講座

症状所見 尿閉 田中博: 市立札幌病院 泌尿器科

症状所見 性欲の低下 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

症状所見 排尿痛 原 智: 川崎市立川崎病院 泌尿器科

症状所見 持続勃起症 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

症状所見 排尿困難 田中博: 市立札幌病院 泌尿器科

症状所見 女性化乳房
伊藤慎: わか葉在宅クリニック（茨城県土浦市）

前野哲博: 筑波大学医学医療系 地域医療教育学

症状所見 せん妄 中村純: 産業医科大学 名誉教授

症状所見 希死念慮
宮本浩司: 帝京大学溝口病院 精神科、高津心音メンタルクリニック

張賢徳: 帝京大学溝口病院 精神科、医療法人社団清愛会 七生病院

症状所見 不眠 尾田琢也: 松尾小児科医院

症状所見 過眠症 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

症状所見 日中の眠気 黒田浩一: 亀田総合病院 感染症科

症状所見 視力低下 高木均: 聖マリアンナ医科大学病院

症状所見 眼瞼下垂 野田実香: 慶應義塾大学病院 眼科

症状所見 眼の痛み 喜多美穂里: 京都医療センター眼科

症状所見 ドライアイ 横井則彦: 京都府立医大病院 眼科

症状所見 眼脂 秦野寛: ルミネはたの眼科

症状所見 流涙 永原 幸: 国立国際医療研究センター病院 眼科

症状所見 複視 三村治: 兵庫医科大学 眼科学教室

症状所見 斜視 木村亜紀子: 兵庫医科大学眼科学教室

症状所見 視野異常
松本長太: 近畿大学医学部 眼科学教室

江浦真理子: 近畿大学医学部 眼科学教室

症状所見 飛蚊症 北岡隆: 長崎大学 医療科学専攻展開医療科学講座眼科・視覚科学教室

症状所見 眼球突出 大野新一郎: ほしあい眼科

症状所見 眼精疲労 渥美一成: セントラルアイクリニック

症状所見 瞳孔異常 石川均: 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学

症状所見 眼内腫瘤 後藤浩: 東京医科大学病院

症状所見 眼筋麻痺 大平明彦: 若葉眼科病院

症状所見 眼窩内異常 高村 浩: 公立置賜総合病院 眼科

症状所見 視神経乳頭腫脹 柏井聡: 愛知淑徳大学 健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

症状所見 屈折異常 梶田雅義: 梶田眼科
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症状所見 鼻汁 桐ケ谷大淳: 日南市立中部病院

症状所見 味覚障害（口腔外科） 澤田真人: 本山デンタルクリニック

症状所見 咽頭痛 名郷直樹: 武蔵国分寺公園クリニック

症状所見 背部痛(back pain)
松本聡子: 北海道せき損センター

須田浩太: 北海道せき損センター

症状所見 体重減少 山口征啓: 健和会大手町病院 感染症内科

症状所見 浮腫 仲里信彦: 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

症状所見 体重増加 山口征啓: 健和会大手町病院 感染症内科

症状所見 脱水・輸液の方法 前川道隆: 藤田医科大学ばんたね病院　腎臓内科

症状所見 多飲 村島美穂: 名古屋市立大学腎臓内科学講座

症状所見 過食 平山陽示: 東京医科大学 総合診療科

症状所見 発熱・不明熱 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 微熱 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 やせ
前野哲博: 筑波大学医学医療系 地域医療教育学

中澤一弘: 筑波大学 総合診療科

症状所見 低体温 石丸直人: 明石医療センター総合内科

症状所見 代謝性アシドーシス 萩原佑亮: 東京都立小児総合医療センター救命救急科

症状所見 代謝性アルカローシス 萩原佑亮: 東京都立小児総合医療センター救命救急科

症状所見 好酸球増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 好中球減少 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 好中球増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 血小板増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 汎血球減少 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 異型リンパ球 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 貧血 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 多血症 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見
腎機能の低下（Cr上昇、BUN上昇、e

GFR低下）

花房規男: 東京女子医科大学 血液浄化療法科

秋山健一: 東京女子医科大学 血液浄化療法科、腎臓内科

症状所見 高カルシウム血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

症状所見 高カリウム血症
高市憲明: 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

内田俊也: 帝京平成大学ヒューマンケア学部

症状所見 高ナトリウム血症
長谷川元: 埼玉医科大学総合医療センター　腎・高血圧内科、人工腎臓部

清水泰輔: 埼玉医科大学総合医療センター　腎・高血圧内科、人工腎臓部

症状所見 高りん血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

症状所見 低カルシウム血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

症状所見 低カリウム血症 柴田茂: 帝京大学医学部内科学講座

症状所見 低ナトリウム血症 石川三衛: 自治医科大学

症状所見 マグネシウム欠乏 西裕志: 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科

症状所見 肝機能障害(AST,ALT上昇) 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 無症候性副腎腫瘤 尾田琢也: 松尾小児科医院

症状所見 転移性骨腫瘍 末松篤樹: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 ST上昇（心電図）
三宅誠: 天理よろづ相談所病院 循環器内科/先天性心疾患センター

中川義久: 滋賀医科大学 循環器内科

症状所見 喘鳴 寺西智史: 安城更生病院救急科

症状所見 嗄声 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 結膜の充血 松井淑江: 京都桂病院 眼科

症状所見 潜血便 竹内元規: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見 頭痛 竹島多賀夫: 社会医療法人寿会富永病院

症状所見 寝汗 吉藤歩: 東京都済生会中央病院　腎臓内科

症状所見 血小板減少症 尾田琢也: 松尾小児科医院

症状所見 単関節痛・単関節炎 綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

症状所見 多関節痛・多関節炎 綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

症状所見 顔面紅斑 衛藤光: 聖路加国際病院 皮膚科

症状所見 顔面色素性病変 船坂陽子: 日本医科大学 皮膚科

症状所見 紫斑 川名誠司: 医療法人社団岩崎記念会　東横皮膚科・アレルギー科

症状所見 水疱 山上淳: 東京女子医科大学皮膚科

症状所見 膿疱 山上淳: 東京女子医科大学皮膚科

症状所見 掌蹠の角化 高橋健造: 琉球大学 皮膚科

症状所見 白斑 谷岡未樹: 谷岡皮フ科クリニック

症状所見 皮膚硬化 長谷川稔: 福井大学 皮膚科学教室

症状所見 脱毛 下村裕: 山口大学 皮膚科学講座

症状所見 多毛 乾重樹: 大阪大学 皮膚・毛髪再生医学

症状所見 外陰部潰瘍 清島真理子: 朝日大学病院皮膚科教授/岐阜大学名誉教授

症状所見 下腿潰瘍 末木博彦: 昭和大学医学部 皮膚科学講座

症状所見 口腔内びらん 谷崎英昭: 京都大学 皮膚生命科学講座

症状所見 黒色腫瘍 竹中秀也: 京都市立病院　皮膚科

症状所見 爪の異常 東禹彦: 東皮フ科医院

症状所見 湿疹のみかた 戸倉新樹: 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター　参与/浜松医科大学 名誉教授

症状所見 フケ(頭皮鱗屑） 今井康友: 兵庫医科大学病院 皮膚科

症状所見 痛みのある皮膚疾患 安部正敏: 医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック

症状所見 発熱を伴う皮膚疾患 谷崎英昭: 京都大学 皮膚生命科学講座

症状所見 皮膚瘙痒症（皮疹のない痒み） 生駒晃彦: マルホ株式会社

症状所見 口腔乾燥症 砂川正隆: 昭和大学医学部生理学講座

症状所見 摂食・嚥下障害（口腔外科） 高橋浩二: 昭和大学 口腔リハビリテーション科

症状所見 舌痛症 豊福 明: 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科歯科心身医学分野
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症状所見 腹部膨満・腹部腫瘤
荒武寿樹: 東京北部病院

亀岡信悟: 牛久愛和総合病院

症状所見 急性腹症
角田茂: 京都大学 消化管外科

坂井義治: 日本赤十字社 大阪赤十字病院 消化器外科

症状所見 腸閉塞とイレウス 古畑智久: 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター 消化器・一般外科

症状所見 呑酸
古出智子: 神奈川歯科大学附属病院 消化器内科

稲森正彦: 横浜市立大学 消化器内科学専任

症状所見 振戦以外の不随意運動 花島律子: 鳥取大学医学部医学科 脳神経医科学講座脳神経内科学分野

症状所見 縦隔気腫 山本 洋: 信州大学医学部内科学第一教室

症状所見 下腹痛(産婦人科） 城田京子: 社会医療法人博愛会 相良病院

症状所見 下腹部腫瘤
島田京子: 倉敷成人病センター 産婦人科

池田智明: 三重大学 病態解明医学講座生殖病態生理学

症状所見 外陰掻痒、帯下増加 金井誠: 信州大学 保健学科

症状所見 続発性無月経 佐藤幸保: 高松赤十字病院 産婦人科

症状所見 月経不順 佐藤幸保: 高松赤十字病院 産婦人科

症状所見 過多月経 綾部琢哉: 帝京大学医学部付属病院 産婦人科

症状所見 月経困難症、月経痛 岩佐弘一: 医療法人イワサクリニック

症状所見 性交痛 倉林工: 新潟市民病院 産科・婦人科

症状所見 更年期の不定愁訴 望月 善子: もちづき女性クリニック

症状所見 耳痛 大島猛史: 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

症状所見 耳鳴 谷口雄一郎: 聖マリアンナ医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

症状所見 耳閉感 須納瀬弘: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

症状所見 耳漏・耳出血 須納瀬弘: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

症状所見 嗅覚障害 三輪高喜: 金沢医科大学病院 耳鼻咽喉科

症状所見 鼻出血 竹内裕美: 鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

症状所見 鼻閉 岡野光博: 国際医療福祉大学医学部 耳鼻咽喉科学

症状所見 くしゃみ

野中 学: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

瀬尾友佳子: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

山村幸江: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

症状所見 鼻漏（膿性、水様性）、後鼻漏 吉川衛: 東邦大学医療センター大橋病院 耳鼻咽喉科学講座

症状所見 咽頭痛・嚥下痛 三枝英人: 東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

症状所見 咽喉頭異常感 内藤健晴: 藤田医科大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

症状所見
アデノイド肥大・扁桃の異常(扁桃肥

大含む)
林達哉: 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

症状所見 いびき 佐藤公則: 久留米大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

症状所見 嗄声・発声障害 平野滋: 京都大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

症状所見 構音障害 二藤隆春: 東京大学 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科

症状所見
唾液腺腫脹（耳下腺炎・顎下腺炎・I

gG4関連疾患の治療含む）

高野賢一: 札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座

氷見徹夫: 札幌禎心会病院

症状所見 軟部好酸球肉芽腫（木村病） 齊藤孝夫: 同愛記念病院 耳鼻咽喉科

症状所見 小児の反復性耳下腺炎 松原篤: 弘前大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科学講座

症状所見 口臭
角田衣理加: 鶴見大学歯学部口腔微生物学講座

中川洋一: 鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科

症状所見
その他の白血球分画異常（単球、好

塩基球、リンパ球異常）
樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

症状所見 高マグネシウム血症
花房規男: 東京女子医科大学 血液浄化療法科

熊谷天哲: 帝京大学医学部附属病院 腎臓内科

症状所見 低りん血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

症状所見 難聴
小島博己: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

小森学: 東京慈恵会医科大学附属第三病院　耳鼻咽喉科

症状所見 姿勢異常
稲見聡: 獨協医科大学 医学科整形外科学

野原裕: 獨協医科大学 医学科整形外科学

症状所見 間欠跛行 紺野愼一: 福島県立医科大学 整形外科学講座

症状所見 歩容異常
田中栄: 東京大学 整形外科・脊椎外科

藤原清香: 東京大学医学部附属病院リハビリテーション科

症状所見 骨軟部の腫脹
河野博隆: 帝京大学医学部整形外科学講座

今西淳悟: 帝京大学医学部整形外科学講座

症状所見 下肢症状を伴う腰痛 西田康太郎: 琉球大学大学院 医学研究科 整形外科学講座

症状所見 斜頚 松原光宏: 長野県立こども病院 整形外科

症状所見 足部痛（診察手順含む） 山本晴康: 千葉・柏リハビリテーション病院

症状所見 アナフィラキシー 永井秀哉: 福井県立病院 救命救急センター

症状所見 心雑音（後天性心疾患） 高階經和: 公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会 理事長

症状所見 疲労・倦怠感 鈴木智晴: 社会医療法人仁愛会 浦添総合病院 病院総合内科

症状所見
血管炎症候群の診断アプローチ、分

類不能の血管炎
吉見祐輔: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

症状所見
血便（潜血便を除く 

含む血便を合併する下痢症）
柴﨑俊一: ひたちなか総合病院 救急・総合内科

症状所見 髄液検査
松原崇一朗: 熊本大学病院　脳神経内科

永山正雄: 国際医療福祉大学大学院医学研究科　脳神経内科学

症状所見
ANCA関連血管炎の診断と初期治療（

ミミック含む）
田巻弘道: 聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター

消化器 エキノコックス症 髭修平: JA北海道厚生連札幌厚生病院 第三消化器内科

消化器 ヘリコバクター・ピロリ感染症
村上和成: 大分大学医学部附属病院 消化器内科

塩田星児: 大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科

消化器 食道アカラシア
保坂浩子: 群馬大学医学部附属病院 消化器・肝臓内科

草野元康: 群馬大学医学部附属病院 光学医療診療部

消化器 食道裂孔ヘルニア 河野辰幸: 東京医科歯科大学医学部附属病院 食道外科

消化器 急性胃炎・慢性胃炎 小早川雅男: 福島県立医科大学 医療研究推進センター
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消化器 機能性ディスペプシア 富永和作: 星ヶ丘医療センター 消化器内科

消化器 胃・十二指腸潰瘍 加藤元嗣: 独立行政法人 国立病院機構 函館病院

消化器 自己免疫性胃炎 春間 賢: 川崎医科大学 総合医療センター総合内科学2 消化器内科

消化器 胃ポリープ 大草敏史: 東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化器・肝臓内科、順天堂大学大学院腸内フローラ研究講座

消化器 胃粘膜下腫瘍 矢田智之: 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 消化器・肝臓内科

消化器 胃MALTリンパ腫 中村昌太郎: 岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科 消化管分野

消化器 胃切除後症候群 野村幸世: 東京大学 消化管外科学

消化器 虚血性大腸炎 大川清孝: 大阪市立十三市民病院 消化器内科

消化器 潰瘍性大腸炎
藤井俊光: 東京医科歯科大学 潰瘍性大腸炎・クローン病先端治療センター

渡辺守: 東京医科歯科大学 消化器内科

消化器 クローン病
渡辺守: 東京医科歯科大学 消化器内科

長堀正和: 東京医科歯科大学 消化器内科

消化器 腸管ベーチェット病 長沼　誠: 慶應義塾大学医学部 内科学（消化器内科）

消化器 蛋白漏出性胃腸症 篠村恭久: 川西市医師会メディカルセンター

消化器 過敏性腸症候群 福土 審: 東北大学病院 心療内科

消化器 大腸憩室症 新倉量太: 東京大学医学部附属病院消化器内科

消化器 大腸ポリープ
日山 亨: 広島大学保健管理センター

田中信治: 広島大学病院内視鏡診療科

消化器 消化管内異物 羽生泰樹: 大阪府済生会野江病院 消化器内科

消化器 集団食中毒 大川清孝: 大阪市立十三市民病院 消化器内科

消化器 ガストリノーマ 土井隆一郎: 大津赤十字病院

消化器 急性膵炎 真弓俊彦: 産業医科大学 救急医学

消化器 急性胆管炎 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

消化器 急性胆嚢炎 浅井浩司: 東邦大学医療センター大橋病院 外科

消化器 食道・胃静脈瘤 中村真一: 東京女子医科大学 消化器内科

消化器 肝硬変
元山宏行: 大阪市立大学 肝胆膵病態内科学

河田則文: 大阪市立大学 肝胆膵病態内科学

消化器 アルコール性肝障害 竹井謙之: 三重大学大学院 医学系研究科 消化器内科

消化器 薬物性肝障害
日浅陽一: 愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学（第三内科）

徳本良雄: 愛媛大学大学院 消化器・内分泌・代謝内科学（第三内科）

消化器 自己免疫性肝炎 橋本悦子: 東京女子医科大学 消化器内科学

消化器 原発性胆汁性胆管炎 大平 弘正: 福島県立医科大学 消化器内科

消化器 胆のう結石症 田妻進: 広島大学病院 総合内科・総合診療科

消化器 総胆管結石症 五十嵐良典: 東邦大学大森医療センター 消化器内科

消化器 肝内結石症
本多彰: 東京医科大学 茨城医療センター

松﨑靖司: 東京医科大学 茨城医療センター

消化器 膵嚢胞 入澤篤志: 獨協医科大学医学部 内科学（消化器）

消化器 A型肝炎

山本敏樹: 日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野

森山光彦: 日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野

林順平: はやし内科クリニック

消化器 B型肝炎（治療）
柘植雅貴: 広島大学 自然科学研究支援開発センター

茶山一彰: 広島大学大学院 医系科学研究科 医療イノベーション共同研究講座

消化器 C型肝炎 竹原徹郎: 大阪大学 内科系臨床医学専攻消化器内科学

消化器 その他の肝炎（D，E、EBV， CMV） 八橋弘: 長崎医療センター臨床研究センター 臨床研究センター長

消化器 非アルコール性脂肪肝炎(NASH) 伊藤義人: 京都府立医科大学大学院 医学研究科

消化器
膵管内乳頭粘液性腫瘍、粘液性嚢胞

腫瘍

鈴木裕: 杏林大学 消化器・一般外科

杉山政則: 東京労災病院　院長

消化器 脂肪肝(NAFLD)
今一義: 順天堂大学 消化器内科学

渡辺純夫: 順天堂大学 消化器内科学

消化器 肝癌(概要) 山下竜也: 金沢大学先進予防医学研究センター

消化器 膵癌(診断)
花田敬士: JA広島厚生連 尾道総合病院 消化器内科

栗原啓介: JA広島厚生連 尾道総合病院 消化器内科

消化器 食道癌 小澤壯治: 多摩丘陵病院　外科・消化器外科

消化器 黄疸 小俣富美雄: 聖路加国際病院 消化器内科

消化器 急性下痢 脇坂達郎: JA愛知厚生連 海南病院 総合内科

消化器 慢性下痢 鎌田一宏: 福島県立医科大学 会津医療センター 総合内科

消化器 腹痛 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

消化器 消化不良 黒田浩一: 亀田総合病院 感染症科

消化器 下血・血便
山本博徳: 自治医科大学 消化器内科学部門

砂田圭二郎: 自治医科大学 消化器内科学部門

消化器 便秘症 松橋信行: NTT東日本関東病院 消化器内科

消化器 腸音異常 本村和久: 沖縄県立中部病院 総合内科

消化器 筋性防御 矢吹拓: 国立病院機構栃木医療センター 内科

消化器 経管栄養患者の下痢 末松篤樹: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

消化器 肝腫大
川合弘一: 新潟県立新発田病院 内科

青柳豊: 厚生連新潟医療センター 消化器病センター

消化器 門脈圧亢進
入江真: 福岡大学西新病院

向坂彰太郎: 福岡大学 医学科消化器内科学

消化器 腹水貯留
榎本平之: 兵庫医科大学 肝胆膵内科

西口修平: 加納総合病院 消化器内科、大阪市立大学 肝疾患地域連携医療学寄附講座

消化器 腹部血管雑音 廣瀬由美: 筑波メディカルセンター病院 総合診療科

消化器 腸間膜動脈虚血 石澤嶺: 東京医療センター 救命救急センター

消化器 膵臓の石灰化 廣田衛久: 東北医科薬科大学 内科学第二（消化器内科）

消化器 吐き気、嘔吐 柴﨑俊一: ひたちなか総合病院 救急・総合内科

消化器 吐血 小林隆: 藤田医科大学ばんたね病院　消化器内科

消化器 直腸肛門部腫瘤 金城謙太郎: 帝京大学医学部 救急医学講座総合診療科

消化器 脾腫 萩原將太郎: 筑波大学附属水戸地域医療教育センター

消化器 肝機能障害(AST,ALT上昇) 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科
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消化器 肝機能異常（胆汁うっ滞） 山本和秀: 岡山済生会総合病院 名誉院長

消化器 B型肝炎（診断） 田中榮司: 信州大学医学部地域医療推進学教室

消化器 虫垂炎 村田篤彦: 産業医科大学 公衆衛生学教室

消化器 潜血便 竹内元規: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

消化器 胆嚢ポリープ・胆嚢腺筋腫症 乾和郎: 藤田医科大学 ばんたね病院 消化器内科

消化器 食道穿孔・破裂 柏木秀幸: 富士市立中央病院 外科

消化器
バレット食道（バレット食道癌含む

）
藤崎順子: がん研有明病院 消化器センター

消化器 消化管ポリポーシス 高山哲治: 徳島大学大学院医歯薬学研究部 消化器内科学

消化器
胃食道逆流症（非びらん性胃食道逆

流症、逆流性食道炎）
藤原靖弘: 大阪市立大学医学部附属病院消化器内科

消化器 食道粘膜下腫瘍 岡田裕之: 岡山大学病院 光学医療診療部

消化器 マロリー・ワイス症候群 高橋信一: 立正佼成会附属佼成病院 内科・消化器内科

消化器 胃アニサキス症 天野祐二: 医療法人博仁会 浦和共済病院 消化器内科

消化器 好酸球性胃腸炎 喜多宏人: 国立病院機構　東京病院　消化器センター

消化器 消化管アミロイドーシス
檜沢一興: 公立学校共済組合九州中央病院

飯田三雄: 公立学校共済組合九州中央病院

消化器 消化管カルチノイド
屋嘉比康治: 埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科

加藤真吾: 埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科

消化器 非特異性多発性小腸潰瘍症 樋口和秀: 大阪医科大学 第二内科

消化器 感染性腸炎 大川清孝: 大阪市立十三市民病院 消化器内科

消化器

薬剤性腸炎（含む 

偽膜性腸炎、NSAIDs腸炎、薬剤起因

性collagenous colitis等）

林繁和: 医療法人和合会　和合病院

消化器 急性肝不全 持田智: 埼玉医科大学 消化器内科・肝臓内科

消化器
膵・胆管合流異常（先天性胆道拡張

症を含む）
神澤輝実: 都立駒込病院 内科

消化器 原発性硬化性胆管炎 中沢貴宏: 名古屋市立大学　消化器・代謝内科学

消化器 慢性膵炎 正宗淳: 東北大学 消化器内科

消化器 自己免疫性膵炎 神澤輝実: 都立駒込病院 内科

消化器 食道上皮性良性腫瘍 眞部紀明: 川崎医科大学 検査診断学

消化器 胃癌 井ノ口幹人: 武蔵野赤十字病院 外科

消化器 大腸癌 猪股雅史: 大分大学医学部 消化器・小児外科学講座

消化器 腸管CMV感染症 永田尚義: 東京医科大学 消化器内視鏡学

消化器 先天性代謝疾患 井戸章雄: 鹿児島大学病院 消化器内科

消化器 肝内胆管癌、その他の原発性肝癌
千代永卓: 熊本労災病院　消化器内科

佐々木裕: 長崎国際大学健康栄養学科/熊本大学消化器内科

消化器 転移性肝癌
出口章広: 香川大学 消化器・神経内科　/ 香川労災病院 消化器内科

正木勉: 香川大学医学部 消化器・神経内科学

消化器
肝良性腫瘍（肝血管腫、アデノーマ

）
中尾一彦: 長崎大学 消化器内科

消化器 大腸ポリポーシス 飯田聡: 東京都保健医療公社　豊島病院

消化器 腸軸捻転・腸重積
池口正英: 医療法人里仁会 北岡病院

尾﨑知博: 鳥取県立中央病院　外科

消化器 痔核・肛門周囲膿瘍・痔瘻・裂肛 奥野清隆: 阪南市民病院 腫瘍外科センター／近畿大学名誉教授

消化器 腹部膨満・腹部腫瘤
荒武寿樹: 東京北部病院

亀岡信悟: 牛久愛和総合病院

消化器 直腸脱・粘膜脱症候群

藤川裕之: 三重大学 消化管・小児外科学

廣純一郎: 三重大学 消化管・小児外科学

井上靖浩: 遠山病院 外科

楠正人: 三重大学 消化管・小児外科学

消化器 急性腹症
角田茂: 京都大学 消化管外科

坂井義治: 日本赤十字社 大阪赤十字病院 消化器外科

消化器 小腸腫瘍 須並英二: 日本赤十字社医療センター 大腸肛門外科

消化器
上腸間膜動脈閉塞症・上腸間膜静脈

血栓症

錦織直人: 一路会錦織病院

中島祥介: 奈良県立医科大学 消化器・小児外科・乳腺外科学教室

消化器 内ヘルニア・横隔膜ヘルニア 佐々木健: 鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学

消化器 悪性リンパ腫:小腸・大腸
神藤英二: 防衛医科大学校外科学講座

橋口陽二郎: 帝京大学 下部消化管外科

消化器 腸閉塞とイレウス 古畑智久: 聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター 消化器・一般外科

消化器
鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア・腹壁

ヘルニア

北川雄光: 慶應義塾大学医学部一般・消化器外科

和田則仁: 慶應義塾大学医学部一般・消化器外科

消化器 針刺し事故
柳瀬幹雄: 国立国際医療研究センター

正木尚彦: 国立国際医療研究センター

消化器 呑酸
古出智子: 神奈川歯科大学附属病院 消化器内科

稲森正彦: 横浜市立大学 消化器内科学専任

消化器 IgG4関連硬化性胆管炎 岡崎和一: 関西医科大学 内科学第三講座

消化器 胆管癌（肝門部を含む）
伊神剛: 名古屋大学 大学院腫瘍外科

梛野正人: 名古屋大学 大学院腫瘍外科

消化器 好酸球性食道炎 石村典久: 島根大学 第2内科

消化器 感染性食道炎、潰瘍 石村典久: 島根大学 第2内科

消化器 腐食性食道炎、潰瘍 八島一夫: 鳥取大学 機能病態内科学

消化器 胆管癌（遠位） 海野倫明: 東北大学大学院消化器外科学

消化器 肝癌（薬物療法）
加藤直也: 千葉大学医学部附属病院　消化器内科

小笠原定久: 千葉大学医学部附属病院　消化器内科

消化器 膵癌（外科） 伊佐地秀司: 三重大学医学部附属病院

消化器 ウィルソン病 吉岡健太郎: 名城病院肝臓病センター

消化器 ヘモクロマトーシス 吉岡健太郎: 名城病院肝臓病センター

消化器 急性出血性直腸潰瘍 山名哲郎: 東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター
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消化器 膵癌(化学療法) 古瀬純司: 杏林大学医学部腫瘍内科学

消化器 肝腎症候群
吉治仁志: 奈良県立医科大学 消化器・代謝内科

鍛治孝祐: 奈良県立医科大学 消化器・代謝内科

消化器 肝肺症候群 巽浩一郎: 千葉大学 真菌医学研究センター　呼吸器生体制御学研究部門

消化器
胃・十二指腸の神経内分泌腫瘍（NE

N）/カルチノイド
佐藤祐一: 新潟医療センター消化器内科

循環器 低血圧 門前幸志郎: 医療法人社団鶴亀会 新宿つるかめクリニック

循環器 高血圧緊急症 田辺晶代: 国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

循環器 安定狭心症 吉野秀朗: 医療法人財団慈生会 野村病院 病院長／杏林大学医学部循環器内科 客員教授

循環器 冠攣縮性狭心症
小川久雄: 国立循環器病研究センター

海北幸一: 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学

循環器 不安定狭心症 森野禎浩: 岩手医科大学内科学講座 循環器内科分野

循環器 非ST上昇型心筋梗塞 宮内克己: 順天堂大学 循環器内科

循環器 ST上昇型心筋梗塞 阿古潤哉: 北里大学病院循環器内科

循環器 慢性期冠動脈疾患 後藤信哉: 東海大学 内科学系循環器内科学

循環器 虚血性心不全 清野精彦（せいの よしひこ）: 日本医科大学 名誉教授

循環器 無症候性心筋虚血 西村重敬: 埼玉医科大学 心臓内科

循環器 急性心不全 猪又孝元: 北里大学病院 循環器内科

循環器 慢性心不全 収縮機能障害 安村良男: 社会医療法人中央会 尼崎中央病院 循環器内科

循環器 心不全 拡張機能障害 筒井裕之: 九州大学 循環器内科学

循環器 心房粗動 奥山裕司: おくやまクリニック 内科・循環器内科

循環器 心房細動 髙橋尚彦: 大分大学 医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座

循環器 発作性心房細動 蜂谷仁: 土浦協同病院 循環器内科

循環器 非持続性心室頻拍 池田隆徳: 東邦大学大学院医学研究科循環器内科学

循環器 持続性心室頻拍 庭野慎一: 北里大学病院 循環器内科

循環器 上室頻拍 大塚崇之: 財団法人心臓血管研究所付属病院

循環器 wide QRS頻拍 夛田 浩: 福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学

循環器 洞不全症候群 西原崇創: 医療法人社団ゆみの　ゆみのハートクリニック

循環器 上室期外収縮 蜂谷仁: 土浦協同病院 循環器内科

循環器 心室期外収縮 夛田 浩: 福井大学医学部 病態制御医学講座 循環器内科学

循環器 WPW症候群 副島京子: 杏林大学医学部附属病院循環器内科

循環器 右脚ブロック 真中哲之: 浅草ハートクリニック

循環器 左脚ブロック 真中哲之: 浅草ハートクリニック

循環器 1度・2度房室ブロック 安喰恒輔: 川口工業総合病院

循環器 高度・完全房室ブロック 安喰恒輔: 川口工業総合病院

循環器 Brugada（ブルガダ）症候群 清水 渉: 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野

循環器 QT延長症候群 清水 渉: 日本医科大学大学院医学研究科 循環器内科学分野

循環器
ペースメーカ植え込み、フォローア

ップ
中井俊子: 日本大学板橋病院循環器内科

循環器
植え込み型除細動器埋め込み、フォ

ローアップ
三橋武司: 自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器内科

循環器 心停止後の生存者フォローアップ 水野 篤: 聖路加国際病院 循環器内科・QIセンター

循環器 心臓突然死の予防 池主雅臣: 新潟大学 保健学科 検査技術科学専攻

循環器 アスリート心臓（スポーツ心臓） 林同文: 日本郵船株式会社 NYKグループ健康管理センター

循環器 大動脈弁狭窄症
合田亜希子: 兵庫医科大学　循環器・腎透析内科

増山 理: 兵庫医科大学 循環器内科

循環器 大動脈弁閉鎖不全症
合田亜希子: 兵庫医科大学　循環器・腎透析内科

増山 理: 兵庫医科大学 循環器内科

循環器
僧帽弁閉鎖不全症（含む僧帽弁逸脱

症）
中谷 敏: 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院

循環器 僧帽弁狭窄症 中谷 敏: 社会福祉法人恩賜財団 大阪府済生会千里病院

循環器
人工心臓弁植込み患者のフォローア

ップ
小野稔: 東京大学 心臓外科

循環器 肥大型心筋症
朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

北風政史: 国立循環器病研究センター 心臓血管内科

循環器 拡張型心筋症
朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

北風政史: 国立循環器病研究センター 心臓血管内科

循環器 アルコール性心筋症
朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

北風政史: 国立循環器病研究センター 心臓血管内科

循環器
たこつぼ（型）心筋症/たこつぼ症候

群
渡辺昌文: 山形大学医学部 内科学第一講座（循環・呼吸・腎臓内科学）

循環器 肺性心 波多野将: 東京大学 循環器内科/高度心不全治療センター

循環器 心膜炎 朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

循環器 心筋炎
山本博之: 成田富里徳洲会病院 循環器内科

橋村一彦: 阪和記念病院 心臓血管センター

循環器 心タンポナーデ 朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

循環器 高安動脈炎（大動脈炎症候群） 坂内穎: 東京大学医学部附属病院アレルギーリウマチ内科

循環器 急性動脈閉塞症 藤井泰宏: 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科心臓血管外科/日本医療研究機構

循環器 急性大動脈解離 圷 宏一: 日本医科大学　循環器内科

循環器 胸部大動脈瘤
木村直行: 自治医科大学さいたま医療センター 心臓血管外科

安達秀雄: 練馬光が丘病院循環器センター/自治医科大学

循環器 腹部大動脈瘤 中澤　達: 社会福祉法人聖母会 聖母病院

循環器 末梢動脈疾患(PAD) 中村正人: 東邦大学 循環器内科

循環器 静脈瘤 古森公浩: 名古屋大学大学院医学系研究科血管外科

循環器 深部静脈血栓症 山田典一: 地方独立行政法人桑名市総合医療センター

循環器 心臓神経症 稲光哲明: にゅうわ会及川病院 心療内科

循環器 起立性低血圧症 音羽勘一: 富山県立中央病院　内科（循環器）

循環器 動悸 武村克哉: 琉球大学病院 地域・国際医療部

循環器 頻拍 鈴木誠: 横浜南共済病院 循環器内科
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循環器 不整脈 鈴木誠: 横浜南共済病院 循環器内科

循環器 徐脈

廣田尚美: 財団法人心臓血管研究所付属病院

相良耕一: 医療法人財団 日扇会第一病院

鈴木信也: 財団法人心臓血管研究所付属病院

循環器 上背部痛 髙木博: 医療法人恒貴会 大和クリニック

循環器 心臓血栓（エコー） 椎野憲二: 藤田医科大学病院 循環器内科

循環器 慢性下肢動脈閉塞 宮田哲郎: 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

循環器 胸痛 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

循環器 労作性胸痛 門前幸志郎: 医療法人社団鶴亀会 新宿つるかめクリニック

循環器 下肢静脈怒張
高木郁代: 日本医科大学 循環器内科・総合診療科／榊原記念クリニック

新本春夫: 榊原記念病院

循環器 頚部血管雑音 木村和美: 日本医科大学 脳神経内科

循環器 拍動性腫瘤 宮田哲郎: 国際医療福祉大学医学部医学教育統括センター

循環器 心雑音（先天性心疾患） 高階經和: 公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会 理事長

循環器 補助人工心臓 今村輝彦: 富山大学 第二内科

循環器 弁膜症の外科的治療 下川智樹: 帝京大学 心臓血管外科

循環器 虚血性心疾患の外科的治療
稲葉博隆: 順天堂大学 心臓血管外科

天野篤: 順天堂大学 心臓血管外科

循環器 循環器薬の副作用 森田英晃: 大阪医科薬科大学　循環器内科

循環器 ST上昇（心電図）
三宅誠: 天理よろづ相談所病院 循環器内科/先天性心疾患センター

中川義久: 滋賀医科大学 循環器内科

循環器 緊急ペーシング 中井俊子: 日本大学板橋病院循環器内科

循環器 経皮的心肺補助の概要・適応 今村輝彦: 富山大学 第二内科

循環器 本態性高血圧症 苅尾七臣: 自治医科大学内科学講座循環器内科学部門

循環器 肺動脈弁狭窄 宇野漢成: 上福岡医院

循環器 三尖弁狭窄 宇野漢成: 上福岡医院

循環器 肺動脈弁閉鎖不全 宇野漢成: 上福岡医院

循環器 三尖弁閉鎖不全 宇野漢成: 上福岡医院

循環器 心雑音（後天性心疾患） 高階經和: 公益社団法人 臨床心臓病学教育研究会 理事長

循環器 心臓サルコイドーシス 今井靖: 自治医科大学 薬理学講座臨床薬理学部門・内科学講座循環器内科学部門

循環器 心アミロイドーシス 小山 潤: 特定医療法人丸山会 丸子中央病院 内科

循環器
循環器薬大量投与時のマネージメン

ト
森田英晃: 大阪医科薬科大学　循環器内科

内分泌 甲状腺クリーゼ 赤水尚史: 医療法人神甲会 隈病院

内分泌 甲状腺機能亢進症・バセドウ病 吉村弘: 伊藤病院

内分泌 甲状腺機能低下症 田上哲也: 国立病院機構京都医療センター 内分泌・代謝内科

内分泌 橋本病 伊藤光泰: 名駅前診療所保健医療センター

内分泌 甲状腺腫 宮川めぐみ: 医療法人誠医会　宮川病院内科

内分泌 亜急性甲状腺炎 西川光重: 神甲会 隈病院

内分泌 先端巨大症 高橋　裕: 奈良県立医科大学　糖尿病内分泌内科学

内分泌 クッシング病 沖隆: 医療法人社団 盛翔会 浜松北病院 代謝・内分泌内科

内分泌 成人成長ホルモン分泌不全症 福田いずみ: 日本医科大学大学院医学研究科 内分泌糖尿病代謝内科学分野

内分泌 下垂体機能低下症 西山 充: 高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓内科

内分泌 尿崩症 椙村益久: 藤田医科大学 医学部 内分泌・代謝内科学

内分泌 ADH分泌過剰症（SIADH） 有馬寛: 名古屋大学大学院医学系研究科

内分泌 原発性アルドステロン症 吉本貴宣: 東京都立広尾病院 糖尿病内分泌科

内分泌 クッシング症候群 田辺晶代: 国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

内分泌 褐色細胞腫 方波見卓行: 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

内分泌 アジソン病、副腎クリーゼ 柳瀬敏彦: 誠和会牟田病院

内分泌 先天性副腎過形成 田島敏広: 自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科

内分泌 原発性副甲状腺機能亢進症 山内美香: 医療法人社団栄宏会小野病院　骨代謝疾患研究所

内分泌 副甲状腺機能低下症 井上大輔: 帝京大学 ちば総合医療センター

内分泌 骨粗鬆症 竹内靖博: 虎の門病院

内分泌 骨軟化症 福本誠二: 徳島大学先端酵素学研究所藤井節郎記念医科学センター

内分泌 無症候性副腎腫瘤 尾田琢也: 松尾小児科医院

内分泌 甲状腺癌 乳頭癌 宮内昭: 神甲会隈病院

内分泌 膵神経内分泌腫瘍（p-NET） 辻野元祥: 東京都立多摩総合医療センター

代謝 1型糖尿病 島田 朗: 埼玉医科大学 内分泌糖尿病内科

代謝 2型糖尿病 能登 洋: 聖路加国際病院 内分泌代謝科

代謝 糖尿病性昏睡 吉岡成人: NTT東日本札幌病院

代謝 低血糖 大杉満: 国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科

代謝 妊娠による高血糖（糖尿病） 安田重光: 埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科

代謝 インスリノーマ
濱本博美: はまもと内科クリニック

山田穂高: 自治医科大学附属さいたま医療センター

代謝 糖尿病性神経障害 壁谷悠介: そうわクリニック

代謝 高LDLコレステロール血症 井上郁夫: 埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科

代謝 高中性脂肪(トリグリセライド)血症 辻本哲郎: 虎の門病院分院　糖尿病内分泌科

代謝 肥満と肥満症 江崎治: 前 国立国際医療研究センター 運動栄養肥満外来

代謝 高尿酸血症 田中隆久: 田中内科 大宮糖尿病クリニック

代謝 糖尿病網膜症
善本三和子: 東京逓信病院眼科

加藤 聡: 東京大学大学院眼科・視覚矯正科

代謝 糖尿病合併妊娠
村岡都美江: 坂出市立病院 内科

安田重光: 埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科

代謝 乳酸アシドーシス 栁内 秀勝: 国立国際医療研究センター 国府台病院 糖尿病・内分泌代謝内科

代謝 痛風（痛風発作/痛風関節炎） 寺井千尋: 自治医科大学、サクラビア・クリニック

代謝 偽痛風 桃原茂樹: 医療法人社団博恵会 草薙整形外科リウマチクリニック

腎臓 急性腎障害 土井研人: 東京大学医学部附属病院 救急部・集中治療部

腎臓 慢性腎臓病（CKD） 山縣邦弘: 筑波大学 医学医療系 腎臓内科学

腎臓 多発性嚢胞腎 河野春奈: 順天堂大学大学院 医学研究科泌尿器外科学
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腎臓 糖尿病性腎症 古家大祐: 金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学

腎臓
慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝

異常

駒場大峰: 東海大学 腎内分泌代謝内科

深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

腎臓 微小変化型ネフローゼ症候群 今井圓裕: 中山寺いまいクリニック

腎臓 急性腎炎 鶴屋和彦: 奈良県立医科大学 腎臓内科学

腎臓 急速進行性糸球体腎炎（RPGN） 山縣邦弘: 筑波大学 医学医療系 腎臓内科学

腎臓 慢性糸球体腎炎
永澤元規: 大阪大学医学部附属病院・老年総合内科

安田 隆: 吉祥寺あさひ病院

腎臓 IgA腎症
高橋和男: 藤田医科大学 医学部解剖学Ⅱ

湯澤由紀夫: 藤田医科大学 医学部腎臓内科学

腎臓 紫斑病性腎炎 佐々木彰: 飯塚病院　腎臓内科/臨床研究支援室

腎臓 痛風腎 大野岩男: 東京慈恵会医科大学 総合診療内科

腎臓 尿細管性アシドーシス 要伸也: 杏林大学医学部附属病院第一内科

腎臓 腎硬化症
小井手裕一: いすゞ病院　内科

田村功一: 横浜市立大学医学部 循環器・腎臓内科学教室

腎臓 腎血管性高血圧症 平和伸仁: 横浜市立大学附属市民総合医療センター 腎臓・高血圧内科／血液浄化療法部

腎臓 腎性貧血 西　慎一: 神戸大学大学院医学研究科腎臓内科／腎・血液浄化センター

腎臓 蛋白尿 今井圓裕: 中山寺いまいクリニック

腎臓 着色尿 堀尾　勝: 関西メディカル病院　腎臓内科

腎臓 溶血、ヘモグロビン血症
金倉 譲: 一般財団法人 住友病院

柴山浩彦: 大阪大学大学院医学系研究科 血液・腫瘍内科

腎臓 代謝性アシドーシス 萩原佑亮: 東京都立小児総合医療センター救命救急科

腎臓 代謝性アルカローシス 萩原佑亮: 東京都立小児総合医療センター救命救急科

腎臓
腎機能の低下（Cr上昇、BUN上昇、e

GFR低下）

花房規男: 東京女子医科大学 血液浄化療法科

秋山健一: 東京女子医科大学 血液浄化療法科、腎臓内科

腎臓 高カルシウム血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

腎臓 高カリウム血症
高市憲明: 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

内田俊也: 帝京平成大学ヒューマンケア学部

腎臓 高ナトリウム血症
長谷川元: 埼玉医科大学総合医療センター　腎・高血圧内科、人工腎臓部

清水泰輔: 埼玉医科大学総合医療センター　腎・高血圧内科、人工腎臓部

腎臓 高りん血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

腎臓 低カルシウム血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

腎臓 低カリウム血症 柴田茂: 帝京大学医学部内科学講座

腎臓 低ナトリウム血症 石川三衛: 自治医科大学

腎臓 マグネシウム欠乏 西裕志: 東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科

腎臓 透析依頼の作成方法 花房規男: 東京女子医科大学 血液浄化療法科

腎臓 巣状分節性糸球体硬化症 丸山彰一: 名古屋大学腎臓内科

腎臓 膜性腎症 岡田浩一: 埼玉医科大学 腎臓内科

腎臓 腎梗塞
長田太助: 自治医科大学 腎臓内科学

伊藤千春: 自治医科大学 腎臓内科

腎臓 高マグネシウム血症
花房規男: 東京女子医科大学 血液浄化療法科

熊谷天哲: 帝京大学医学部附属病院 腎臓内科

腎臓 低りん血症
深川雅史: 東海大学 腎内分泌代謝内科

小泉賢洋: 東海大学 腎内分泌代謝内科

腎臓 ネフローゼ症候群 丸山彰一: 名古屋大学腎臓内科

腎臓 肝腎症候群
吉治仁志: 奈良県立医科大学 消化器・代謝内科

鍛治孝祐: 奈良県立医科大学 消化器・代謝内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患高安動脈炎（大動脈炎症候群） 坂内穎: 東京大学医学部附属病院アレルギーリウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患食物アレルギー
柳田 紀之: 相模原病院小児科

海老澤 元宏: 相模原病院 臨床研究センターアレルギー性疾患研究部

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患
多発血管炎性肉芽腫症（旧名Wegene

r肉芽腫症）:（膠原病科）
金子駿太: JCHO 東京山手メディカルセンター

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患ラテックスアレルギー 赤澤晃: 医療法人 高橋医院 なすのがはらクリニック

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患リウマチ性多発筋痛症 小林知志: 杏林大学医学部付属病院 腎臓・リウマチ膠原病内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患巨細胞性動脈炎 宇都宮雅子: 東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患ウイルス性関節炎 押川 英仁: 熊本赤十字病院 リウマチ・膠原病内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患化膿性関節炎 宇都宮雅子: 東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患レイノー現象 土師陽一郎: 大同病院 膠原病・リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患乾癬性関節炎 上地 英司: 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院　リウマチ膠原病科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患関節リウマチ 狩野俊和: 国立国際医療研究センター国府台病院 リウマチ膠原病科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患皮膚筋炎、多発性筋炎 山下裕之: 国立国際医療研究センター 膠原病科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患全身性強皮症 尾崎貴士: 大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患抗リン脂質抗体症候群 波多野裕明: 東京大学医学部付属病院　アレルギーリウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患ベーチェット病 土屋遥香: 東京大学医学部アレルギー・リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患シェーグレン症候群 狩野俊和: 国立国際医療研究センター国府台病院 リウマチ膠原病科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患ステロイドの副作用 大島久二: 東京医療保健大学

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患過敏性血管炎 金子駿太: JCHO 東京山手メディカルセンター

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患混合性結合組織病 秋山陽一郎: 自治医科大学内科学講座アレルギー膠原病学部門

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患成人スティル病
吉田佳弘: 埼玉医科大学 リウマチ膠原病科

三村俊英: 埼玉医科大学 リウマチ膠原病科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患全身性エリテマトーデス 三森経世: 医療法人 医仁会武田総合病院

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患全身性エリテマトーデス腎障害
久保かなえ: 東京都健康長寿医療センター膠原病・リウマチ科/東京大学医学部附属病院 

アレルギー・リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患強直性脊椎炎（体軸性脊椎関節炎） 小林茂人: 順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院 内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患遺伝性血管性浮腫 堀内孝彦: 九州大学病院 別府病院病院長／免疫・血液・代謝内科教授
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膠原病・リウマチ・アレルギー疾患ベーチェット病(眼科) 園田康平: 九州大学大学院医学研究院眼科学分野

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患サルコイドーシス(眼科） 南場研一: 北海道大学 眼科学分野

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患線維筋痛症 松本美富士: 地方独立行政法人 桑名市総合医療センター 膠原病リウマチ内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 滝澤始: 杏林大学 呼吸器内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患リウマチ肘 水関隆也: 広島県立障害者リハビリテーションセンター

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患リウマチ手 石川肇: 新潟県立リウマチセンター

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患頚椎リウマチ病変 根尾昌志: 大阪医科大学 整形外科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患

自己炎症性疾患（含む家族性地中海

熱、CAPS、Blau症候群、TRAPS 

、高IgD症候群など）

西小森 隆太: 久留米大学医学部小児科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患慢性疲労症候群 德永健一郎: 熊本赤十字病院 リウマチ・膠原病内科

膠原病・リウマチ・アレルギー疾患
ANCA関連血管炎の診断と初期治療（

ミミック含む）
田巻弘道: 聖路加国際病院 リウマチ膠原病センター

血液 赤芽球癆
廣川 誠: 秋田大学医学部附属病院

澤田賢一: 秋田大学医学部附属病院

血液 真性多血症（PV） 桐戸敬太: 山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科

血液 骨髄異形成症候群 宮﨑泰司: 長崎大学病院血液内科

血液 急性骨髄性白血病 藤澤信: 横浜市立大学附属市民総合医療センター 血液内科

血液 急性リンパ芽球性白血病（ALL） 薄井紀子: 東京慈恵会医科大学

血液 慢性骨髄性白血病 川口辰哉: 熊本大学 血液・膠原病・感染症内科学分野

血液 慢性リンパ性白血病 照井康仁: 埼玉医科大学病院 血液内科 教授

血液 成人T細胞白血病・リンパ腫 塚崎邦弘: 埼玉医科大学国際医療センター  造血器腫瘍科

血液 ホジキンリンパ腫 永井宏和: 名古屋医療センター 臨床研究センター 血液・腫瘍研究部

血液 非ホジキンリンパ腫 渡辺隆: 三重大学大学院医学系研究科　個別化がん免疫治療学

血液 多発性骨髄腫 安倍正博: 徳島大学大学院医歯薬学研究部　血液・内分泌代謝内科学分野

血液 本態性血小板血症 桐戸敬太: 山梨大学医学部附属病院 血液・腫瘍内科

血液 鉄欠乏性貧血 藤原亨: 東北大学病院　血液内科・検査部

血液 再生不良性貧血 中尾眞二: 金沢大学医薬保健学域医学系血液内科学

血液 発作性夜間血色素尿症（PNH）
西村純一: 大阪大学大学院医学系研究科　血液・腫瘍内科

金倉 譲: 一般財団法人 住友病院

血液 血球貪食症候群 新井文子: 聖マリアンナ医科大学  血液・腫瘍内科

血液 特発性血小板減少性紫斑病（ITP） 冨山佳昭: 大阪大学医学部附属病院 輸血部

血液 血栓性血小板減少性紫斑病 松本雅則: 奈良県立医科大学 輸血部

血液 溶血性貧血
杉原尚: 川崎医科大学　総合内科学4

中西秀和: 川崎医科大学　総合内科学4

血液 巨赤芽球性貧血 杉本由香: 三重大学医学部 地域血液内科講座

血液
播種性血管内凝固（DIC）（血液内科

）
野村昌作: 関西医科大学内科学第一講座

血液 播種性血管内凝固 畑田剛: 豊田厚生病院 救急科

血液 リンパ節腫大 萩原將太郎: 筑波大学附属水戸地域医療教育センター

血液 出血傾向 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 凝固傾向 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 好酸球増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 好中球減少 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 好中球増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 血小板増多 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 汎血球減少 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 異型リンパ球 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 貧血 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 多血症 樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 血小板輸血 山本晃士: 埼玉医科大学総合医療センター 輸血細胞医療部

血液 赤血球輸血 山本晃士: 埼玉医科大学総合医療センター 輸血細胞医療部

血液 輸血の副作用 羽藤高明: 愛媛県赤十字血液センター

血液 赤血球破砕症候群 張替秀郎: 東北大学 血液免疫科（血液・免疫病学分野）

血液 原発性骨髄線維症 下田和哉: 宮崎大学 内科学講座消化器血液学分野

血液 急性前骨髄球性白血病 麻生範雄: 埼玉医科大学国際医療センター造血器腫瘍科

血液
意義不明の単クローン性ガンマグロ

ブリン血症（MGUS）
高松泰: 福岡大学病院 腫瘍センター

血液 原発性マクログロブリン血症 中世古玲子: 国際医療福祉大学成田病院　血液内科

血液 先天性血友病 森下英理子: 金沢大学 病態検査学

血液 後天性血友病 得平道英: 埼玉医科大学総合医療センター 血液内科

血液 フォンウィルブランド病 嶋緑倫: 奈良県立医科大学 小児科

血液 血小板減少症 尾田琢也: 松尾小児科医院

血液
その他の白血球分画異常（単球、好

塩基球、リンパ球異常）
樋口敬和: 獨協医科大学埼玉医療センター　輸血部

血液 免疫グロブリン性アミロイドーシス 畑 裕之: 熊本大学 大学院生命科学研究部

血液 菊池病 上地 英司: 社会医療法人友愛会　豊見城中央病院　リウマチ膠原病科

血液 ヘパリン起因性血小板減少症 朝倉英策: 金沢大学附属病院 高密度無菌治療部

感染症 感染性心内膜炎 馳亮太: 成田赤十字病院　感染症科

感染症 心膜炎 朝倉正紀: 兵庫医科大学 循環器内科

感染症 心筋炎
山本博之: 成田富里徳洲会病院 循環器内科

橋村一彦: 阪和記念病院 心臓血管センター

感染症 無菌性髄膜炎 笠原 敬: 奈良県立医科大学 感染症センター

感染症 細菌性髄膜炎 山元佳: 国立国際医療研究センター総合感染症科

感染症 菌血症・敗血症 栃谷健太郎: 京都市立病院　感染症科

感染症 カテーテル関連血流感染（CRBSI） 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

感染症 つつが虫病 山藤栄一郎: 福島県立医科大学総合内科・臨床感染症学講座/北福島医療センター総合内科・感染症科
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感染症 伝染性単核球症
土戸康弘: 京都府立医科大学 

感染制御検査医学教室／京都府立医科大学附属病院　臨床検査部・感染対策部・感染症科

感染症 急性リウマチ熱 武井修治: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科（小児科）

感染症 麻疹 上山伸也: 倉敷中央病院 感染症科／感染制御室

感染症 風疹 上山伸也: 倉敷中央病院 感染症科／感染制御室

感染症 破傷風 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

感染症 水痘 竹下望: 国立感染症研究センター　研究企画調整センター

感染症 単純ヘルペスウイルス1型感染症 忽那賢志: 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター

感染症
パルボウイルスB19感染症（含む伝

染性紅斑/リンゴ病）
堀越裕歩: 東京都立小児総合医療センター 感染症科

感染症 デング熱・デング出血熱 忽那賢志: 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター

感染症 日本脳炎 加島雅之: 熊本赤十字病院 内科

感染症 マラリア 氏家 無限: 国立国際医療研究センター 国際感染症センター

感染症 肺結核 原田壮平: 東京大学医学部附属病院　感染制御部

感染症 梅毒（感染症科） 谷崎隆太郎: 市立伊勢総合病院　内科・総合診療科

感染症 炭疽 古宮伸洋: 日本赤十字社和歌山医療センター

感染症 Q熱 高橋洋: 坂総合病院 呼吸器科・感染症科

感染症 ハンセン病 豊川貴生: 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 感染症内科

感染症 エキノコックス症 髭修平: JA北海道厚生連札幌厚生病院 第三消化器内科

感染症 日本紅斑熱 山藤栄一郎: 福島県立医科大学総合内科・臨床感染症学講座/北福島医療センター総合内科・感染症科

感染症 市中肺炎 福地貴彦: 自治医科大学附属さいたま医療センター 総合診療科

感染症 院内肺炎 上原由紀: 聖路加国際病院　臨床検査科/感染症科

感染症 誤嚥性肺炎 相野田祐介: 東京医科大学八王子医療センター感染症科/日比谷クリニック渡航者外来/東京都立松沢病院感染症科

感染症 インフルエンザ 大場雄一郎: 大阪急性期・総合医療センター 総合内科

感染症 肺炎球菌性肺炎 福地貴彦: 自治医科大学附属さいたま医療センター 総合診療科

感染症 レジオネラ肺炎 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

感染症 マイコプラズマ肺炎 櫻井隆之: NTT東日本関東病院 感染症内科部長／感染対策推進室長

感染症 百日咳 上原由紀: 聖路加国際病院　臨床検査科/感染症科

感染症 膿胸 大路剛: 神戸大学大学院医学研究科微生物感染症学講座感染治療学分野

感染症 胸膜炎 鈴木純: 岐阜県総合医療センター 感染症内科

感染症 ニューモシスチス肺炎 上原由紀: 聖路加国際病院　臨床検査科/感染症科

感染症 サルモネラ症 倉井華子: 静岡がんセンター感染症内科

感染症 旅行者下痢症 竹下望: 国立感染症研究センター　研究企画調整センター

感染症 赤痢菌性胃腸炎 荒岡秀樹: 虎の門病院 臨床感染症部

感染症 腸結核 横田恭子: 香川県立中央病院　感染症科

感染症
クロストリジウム・ディフィシル感

染症
岸田直樹: 感染症コンサルタント/北海道科学大学薬学部客員教授

感染症 肝膿瘍 中村造: 東京医科大学病院　感染制御部　感染症科

感染症 特発性細菌性腹膜炎 栃谷健太郎: 京都市立病院　感染症科

感染症 集団食中毒 大川清孝: 大阪市立十三市民病院 消化器内科

感染症 A型肝炎

山本敏樹: 日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野

森山光彦: 日本大学医学部 内科学系消化器肝臓内科学分野

林順平: はやし内科クリニック

感染症 B型肝炎（治療）
柘植雅貴: 広島大学 自然科学研究支援開発センター

茶山一彰: 広島大学大学院 医系科学研究科 医療イノベーション共同研究講座

感染症 C型肝炎 竹原徹郎: 大阪大学 内科系臨床医学専攻消化器内科学

感染症 その他の肝炎（D，E、EBV， CMV） 八橋弘: 長崎医療センター臨床研究センター 臨床研究センター長

感染症 急性単純性腎盂腎炎 濵砂良一: 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 副院長 泌尿器科部長

感染症 尿道炎 安田 満: 札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座

感染症 性器結核(男性) 安田 満: 札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座

感染症 膀胱炎 濵砂良一: 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 副院長 泌尿器科部長

感染症 前立腺炎 藤本直浩: 産業医科大学 泌尿器科学講座

感染症 丹毒 北薗英隆: Springfield Regional Medical Center

感染症 蜂窩織炎 曾木美佐: 社会福祉法人太陽会 安房地域医療センター 総合診療科

感染症 壊死性筋膜炎 村中清春: 諏訪中央病院 総合診療科/リウマチ膠原病内科/感染症科

感染症 伝染性膿痂疹 上蓑義典: 慶應義塾大学医学部 臨床検査医学

感染症 帯状疱疹（感染症科） 篠原 浩: 京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学/京都市立病院 感染症内科（非常勤）

感染症 帯状疱疹後神経痛 篠原 浩: 京都大学大学院医学研究科 臨床病態検査学/京都市立病院 感染症内科（非常勤）

感染症 足白癬 常深祐一郎: 埼玉医科大学　皮膚科

感染症 急性咽頭炎 （溶連菌咽頭炎を含む） 上山伸也: 倉敷中央病院 感染症科／感染制御室

感染症 化膿性脊椎炎 藤田崇宏: 独立行政法人　国立病院機構　北海道がんセンター　感染症内科

感染症 骨髄炎 河村一郎: 大阪国際がんセンター感染症内科

感染症 動物咬創、ヒト咬創 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

感染症 HIVスクリーニング陽性 塚田訓久: 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター

感染症 渡航者健康管理と予防接種 氏家 無限: 国立国際医療研究センター 国際感染症センター

感染症 虫垂炎 村田篤彦: 産業医科大学 公衆衛生学教室

感染症 性器ヘルペス 谷崎隆太郎: 市立伊勢総合病院　内科・総合診療科

感染症 食道カンジダ症 関谷 紀貴: がん・感染症センター都立駒込病院　感染制御科・臨床検査科

感染症 脳膿瘍 原田壮平: 東京大学医学部附属病院　感染制御部

感染症 喉頭蓋炎 上山伸也: 倉敷中央病院 感染症科／感染制御室

感染症 アスペルギローマ 井本一也: 済生会横浜市東部病院 総合内科

感染症 慢性進行性肺アスペルギルス症 谷直樹: 諏訪中央病院 呼吸器内科

感染症 侵襲性アスペルギルス症 加藤英明: 横浜市立大学附属病院感染制御部、医学部血液・免疫・感染症内科

感染症 クリプトコッカス肺炎 大場雄一郎: 大阪急性期・総合医療センター 総合内科

感染症 接合菌肺感染症 岡 秀昭: JCHO東京高輪病院感染症内科

感染症 肺化膿症 大路剛: 神戸大学大学院医学研究科微生物感染症学講座感染治療学分野
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感染症 糞線虫症 椎木創一: 沖縄県立中部病院 感染症内科

感染症
ウエストナイルウイルス感染症（脳

炎など）
上田晃弘: 東海大学医学部付属病院 総合内科

感染症 腸チフス・パラチフス 氏家 無限: 国立国際医療研究センター 国際感染症センター

感染症 胃アニサキス症 天野祐二: 医療法人博仁会 浦和共済病院 消化器内科

感染症 感染性腸炎 大川清孝: 大阪市立十三市民病院 消化器内科

感染症 腸管CMV感染症 永田尚義: 東京医科大学 消化器内視鏡学

感染症 せつ 山﨑修: 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 皮膚科学分野

感染症 単純疱疹 今福信一: 福岡大学 医学科皮膚科学

感染症 疣贅 石地尚興: 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座

感染症 伝染性軟属腫 新関寛徳: 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部皮膚科

感染症 爪白癬 常深祐一郎: 埼玉医科大学　皮膚科

感染症 マラセチア症（癜風） 竹田 公信: 金沢医科大学医学部 皮膚科学講座

感染症 カンジダ症 福田知雄: 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科

感染症 疥癬 石井則久: 国立療養所多磨全生園　園長

感染症 シラミ症（頭皮、陰部） 伊豆邦夫: 伊豆皮膚科医院

感染症 MRSA感染症 冲中敬二: 国立がん研究センター東病院 総合内科

感染症 猫引っかき病 羽田野義郎: 東京医科歯科大学医学部附属病院 感染制御部

感染症 慢性下気道感染症(DPB以外) 石井寛: 福岡大学筑紫病院 呼吸器内科

感染症 肺非結核性抗酸菌症

長谷川直樹: 慶應義塾大学医学部 感染症学教室・特定非営利活動法人非結核抗酸菌症研究コンソーシアム(NTM-

JRC)

森本耕三: 公益財団法人結核予防会複十字病院呼吸器センター / 

臨床医学研究科・特定非営利活動法人非結核抗酸菌症研究コンソーシアム(NTM-JRC)

感染症 縦隔洞炎
久保惠嗣: 信州大学名誉教授・地方独立行政法人 長野県立病院機構理事長

牛木淳人: 信州大学 内科学第一教室

感染症 外陰炎、腟炎 梁善光: 帝京大学 ちば総合医療センター

感染症 外陰ヘルペス 吉村和晃: 産業医科大学若松病院 産婦人科

感染症 尖圭コンジローマ（婦人科） 川名敬: 日本大学医学部 産婦人科学系 産婦人科学分野

感染症 クラミジア感染症（婦人科） 野口靖之: 愛知医科大学 産婦人科学講座

感染症 淋菌感染症（婦人科） 野口靖之: 愛知医科大学 産婦人科学講座

感染症 HPVワクチン接種 鈴木光明: 新百合ヶ丘総合病院 がんセンター

感染症 外耳炎・外耳道湿疹 小川洋: 福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科学講座

感染症 急性中耳炎 上出洋介: かみで耳鼻咽喉科クリニック

感染症 急性乳突洞炎・乳様突起炎 山本裕: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

感染症 慢性中耳炎 阪上雅史: 兵庫医科大学病院 耳鼻咽喉科

感染症 前庭神経炎 鈴木光也: 東邦大学医学部耳鼻咽喉科学講座（佐倉）

感染症
顔面神経麻痺（Bell麻痺、Hunt症候

群:耳性帯状疱疹）
村上信五: 名古屋市立大学付属東部医療センター 耳鼻咽喉科

感染症 急性副鼻腔炎 鈴木賢二: 医療法人尚徳会 ヨナハ総合病院

感染症 慢性副鼻腔炎(鼻茸の治療含む） 浅香大也: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

感染症 副鼻腔真菌症 竹野幸夫: 広島大学大学院 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

感染症 歯性上顎洞炎・歯原性嚢胞
飯村慈朗: 東京歯科大学市川総合病院 耳鼻咽喉科

中島庸也: 東京歯科大学市川総合病院 耳鼻咽喉科

感染症 口内炎・舌炎・口腔潰瘍 櫻井一生: 藤田医科大学病院 耳鼻咽喉科・気管食道科

感染症 咽喉頭炎 余田敬子: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

感染症
急性扁桃炎・慢性扁桃炎・扁桃周囲

炎・扁桃周囲膿瘍

鈴木正志: 大分大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

渡辺 哲生: 大分大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

感染症 急性喉頭蓋炎・喉頭浮腫 中島 寅彦: 国立病院機構 九州医療センター 耳鼻咽喉科

感染症 深頸部膿瘍・咽後膿瘍 波多野篤: はたのクリニック

感染症 歯周病（歯肉炎・歯周炎） 中川種昭: 慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室

感染症 口内炎（舌炎、アフタなど） 引地尚子: 公立大学法人九州歯科大学歯学部

感染症 体部白癬 常深祐一郎: 埼玉医科大学　皮膚科

感染症 頭部白癬 常深祐一郎: 埼玉医科大学　皮膚科

感染症 ムーコル副鼻腔炎、肺感染症
木村宗芳: 虎の門病院 臨床感染症部臨床感染症科

荒岡秀樹: 虎の門病院 臨床感染症部

感染症 肘頭滑液包炎 高瀬勝己: 東京医科大学 整形外科

感染症 感染性（化膿性、結核性）腱鞘炎 有野浩司: 国立病院機構東京医療センター　整形外科

感染症 人工関節置換術後の感染 おおえ賢一: 関西医科大学 整形外科学講座

感染症 化膿性脊椎炎、脊椎カリエス 大鳥精司: 千葉大学

感染症 急性HIV感染症 菅沼明彦: 医療法人天神会 新古賀病院 総合診療科

感染症 HIV患者のPneumocystis肺炎 柳澤如樹: ハーバード公衆衛生大学院

感染症 Kaposi肉腫 加藤哲朗: 東京慈恵会医科大学附属病院 感染症科

感染症 エボラウイルス病・エボラ出血熱 古宮伸洋: 日本赤十字社和歌山医療センター

感染症
中東呼吸器症候群 (Middle East 

respiratory syndrome, MERS)
石金正裕: 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター

感染症 結核性髄膜炎 森野英里子: 国際医療研究センター病院 呼吸器内科

感染症 インフルエンザ脳症 伊藤健太: あいち小児保健医療総合センター

感染症 単純ヘルペス脳炎 早野聡史　: 亀田総合病院 感染症科

感染症 ジカウイルス感染症 忽那賢志: 国立国際医療研究センター病院 国際感染症センター

感染症 予防接種総論 松井俊大: 国⽴研究開発法⼈ 国⽴成育医療研究センター ⽣体防御系内科部 感染症科／小児がんセンター

感染症 小児の予防接種 小川英輝: あいち小児保健医療総合センター 総合診療科

感染症 成人の予防接種 冲中敬二: 国立がん研究センター東病院 総合内科

感染症 抗菌薬総論 片山充哉: 独立行政法人国立病院機構東京医療センター

感染症 手術部位感染症（SSI） 藤田崇宏: 独立行政法人　国立病院機構　北海道がんセンター　感染症内科

感染症 腸腰筋膿瘍 関川喜之: 関東労災病院 総合内科

感染症
COVID-

19（新型コロナウイルス感染症）

石川和宏: 聖路加国際病院　感染症科

松尾貴公: 聖路加国際病院　感染症科

森信好: 聖路加国際病院　感染症科

呼吸器 かぜ 桐ケ谷大淳: 日南市立中部病院
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呼吸器 気管支喘息 井上博雅: 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 呼吸器内科学

呼吸器 慢性閉塞性肺疾患 長瀬隆英: 東京大学 内科学専攻器官病態内科学講座

呼吸器 NSAIDs過敏喘息（アスピリン喘息） 谷口正実: 相模原病院 臨床研究センター

呼吸器 間質性肺炎 高橋弘毅: 札幌医科大学 内科学

呼吸器 過敏性肺炎 宮崎泰成: 東京医科歯科大学医歯学総合研究科

呼吸器 肺ランゲルハンス細胞組織球症 平井豊博: 京都大学

呼吸器 急性呼吸窮迫症候群 福永興壱: 慶應義塾大学 呼吸器内科

呼吸器 肺動脈性肺高血圧症 塩谷隆信: 秋田大学名誉教授、介護老人保健施設　ニコニコ苑

呼吸器 肺サルコイドーシス
須田隆文: 浜松医科大学 第二内科

乾直輝: 浜松医科大学 臨床薬理学

呼吸器 薬剤性肺炎 山口正雄: 帝京大学

呼吸器 輸血後の肺合併症 岡崎仁: 東京大学医学部附属病院輸血部

呼吸器 リンパ脈管筋腫症（LAM）
安藤克利: 順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学

瀬山邦明: 順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学

呼吸器 起坐呼吸 大谷朋仁: 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

呼吸器 急性咳嗽 吉藤歩: 東京都済生会中央病院　腎臓内科

呼吸器 窒息 橘直人: 愛媛県立中央病院 救急科

呼吸器 呼吸停止 田中敏春: JA 新潟厚生連 上越総合病院 救急科

呼吸器 孤立性肺結節 喜舎場朝雄: 沖縄県立中部病院 呼吸器内科

呼吸器 労作性の呼吸困難 柳　秀高: 東海大学 内科学系総合内科

呼吸器 チアノーゼ 柳　秀高: 東海大学 内科学系総合内科

呼吸器 慢性咳嗽 鎌田一宏: 福島県立医科大学 会津医療センター 総合内科

呼吸器 呼吸困難 志賀隆: 国際医療福祉大学 医学部救急医学/国際医療福祉大学病院 救急医療部

呼吸器 胸水 山沢英明: 国際医療福祉大病院 呼吸器内科

呼吸器 痰の異常（喀痰、血痰） 仁多 寅彦: 聖路加国際病院 呼吸器内科

呼吸器 しゃっくり 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

呼吸器 喘鳴 寺西智史: 安城更生病院救急科

呼吸器 嗄声 横江正道: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

呼吸器 禁煙外来 作田学: 一般社団法人日本禁煙学会理事長

呼吸器 びまん性汎細気管支炎(DPB)
山谷睦雄: 東北大学大学院医学系研究科 呼吸器内科学分野 非常勤講師／元 東北大学大学院医学系研究科 

先進感染症予防学寄附講座 教授

呼吸器 無気肺 桂秀樹: 東京女子医科大学 八千代医療センター呼吸器内科

呼吸器
原発性線毛機能不全症候群(Kartagene

r症候群)
杉山幸比古: 練馬光が丘病院　呼吸器内科

呼吸器
アレルギー性気管支肺アスペルギル

ス症(ABPA)
相良博典: 昭和大学医学部 内科学講座 呼吸器・アレルギー内科学部門

呼吸器 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 滝澤始: 杏林大学 呼吸器内科

呼吸器 放射線肺障害
馬屋原博: 神戸低侵襲がん医療センター 放射線治療科

冨岡洋海: 神戸市立医療センター 西市民病院 呼吸器内科

呼吸器 急性肺塞栓症 中村真潮: 陽だまりの丘なかむら内科

呼吸器 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 田邉信宏: 千葉大学大学院 先端肺高血圧症医療学

呼吸器 肺動静脈瘻（肺動静脈奇形） 塩谷隆信: 秋田大学名誉教授、介護老人保健施設　ニコニコ苑

呼吸器 肺水腫 久保惠嗣: 信州大学名誉教授・地方独立行政法人 長野県立病院機構理事長

呼吸器 肺胞出血 坂東政司: 自治医科大学 呼吸器内科

呼吸器 気管(気管支)腫瘍
池田徳彦: 東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

臼田実男: 日本医科大学呼吸器外科

呼吸器 良性肺腫瘍 鈴木健司: 順天堂大学 呼吸器外科

呼吸器 悪性中皮腫 中野孝司: 国家公務員共済組合連合会 大手前病院

呼吸器 縦隔腫瘍 花田豪郎: 虎の門病院 呼吸器センター内科

呼吸器 急性気管支炎・急性細気管支炎 原永修作: 琉球大学病院　総合臨床研修・教育センター

呼吸器 過換気症候群 小川浩正: 東北大学 環境安全推進センター/産業医学分野

呼吸器
肺胞低換気症候群およびCO2ナルコ

ーシス
陳和夫: 京都大学 呼吸管理睡眠制御学講座

呼吸器 気胸 中屋孝清: 公立丹南病院

呼吸器 血胸 南木伸基: さぬき市民病院 内科

呼吸器 乳縻胸水 水守康之: 姫路医療センター 呼吸器内科

呼吸器 縦隔気腫 山本 洋: 信州大学医学部内科学第一教室

呼吸器 縦隔洞炎
久保惠嗣: 信州大学名誉教授・地方独立行政法人 長野県立病院機構理事長

牛木淳人: 信州大学 内科学第一教室

呼吸器 上大静脈症候群 小泉知展: 信州大学 医学部 血液・腫瘍内科学教室

呼吸器 反回神経麻痺 小泉知展: 信州大学 医学部 血液・腫瘍内科学教室

呼吸器 横隔膜神経麻痺 花岡正幸: 信州大学 学術研究院医学系医学部内科学第一教室

呼吸器 じん肺症・アスベスト肺 原澤寛: 獨協医科大学 日光医療センター呼吸器内科

呼吸器 呼吸不全 巽浩一郎: 千葉大学 真菌医学研究センター　呼吸器生体制御学研究部門

呼吸器 在宅人工呼吸管理 石原英樹: 医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院

呼吸器 咳喘息 松瀬厚人: 東邦大学医療センター大橋病院 呼吸器内科

呼吸器 人工呼吸器の設定 加藤之紀: 医療法人EMS　植田救急クリニック

呼吸器 肝肺症候群 巽浩一郎: 千葉大学 真菌医学研究センター　呼吸器生体制御学研究部門

神経 脳出血
大槻俊輔: 近畿大学医学部附属病院

松本昌泰: 市立池田病院 顧問/広島大学名誉教授・大阪大学招聘教授

神経 くも膜下出血 藤中俊之: 国立病院機構大阪医療センター 脳神経外科

神経 硬膜外血腫
池上史郎: 千葉大学大学院医学研究院脳神経外科

佐伯直勝: 脳神経内科 津田沼

神経 硬膜下血腫
池上史郎: 千葉大学大学院医学研究院脳神経外科

佐伯直勝: 脳神経内科 津田沼

神経 脳梗塞
井口保之: 東京慈恵会医科大学 脳神経内科

三村秀毅: 東京慈恵会医科大学 脳神経内科

神経 脳死状態 宮地洋輔: 帝京大学医学部附属病院 神経内科
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神経 一過性虚血性発作 岡田 靖: 国立病院機構九州医療センター

神経 高血圧性脳症 野川茂: 東海大学医学部付属八王子病院脳神経内科

神経 脊髄梗塞 髙橋愼一: 埼玉医科大学国際医療センター

神経 未破裂脳動脈瘤
吉田和道: 京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

宮本享: 京都大学大学院医学研究科脳神経外科学

神経 内頚動脈狭窄症の外科的治療 飯原弘二: 九州大学大学院 医学研究院 脳神経外科

神経 脳動静脈奇形
斉藤延人: 東京大学 脳神経外科学

新谷祐貴: 東京大学医学部附属病院 脳神経外科

神経 もやもや病 黒田敏: 富山大学脳神経外科

神経 筋萎縮性側索硬化症 荻野美恵子: 国際医療福祉大学医学部 医学教育統括センター

神経 多発性硬化症 深浦彦彰: 埼玉医科大学総合医療センター神経内科

神経 症候性てんかん 井上有史: 静岡てんかん・神経医療センター

神経 非痙攣性てんかん重積状態 永山正雄: 国際医療福祉大学大学院医学研究科　脳神経内科学

神経 痙攣重積発作 柴田 護: 東京歯科大学市川総合病院神経内科

神経 ギラン・バレー症候群
三井良之: 近畿大学 医学部

楠進: 近畿大学 医学部

神経 重症筋無力症 鈴木重明: 慶應義塾大学

神経 パーキンソン病 野川茂: 東海大学医学部付属八王子病院脳神経内科

神経 本態性振戦 高橋一司: 東京都立神経病院・脳神経内科

神経 ステロイドミオパチー 北尾るり子: 国立病院機構箱根病院

神経
Restless legs 

syndrome(下肢静止不能症候群)
川嶋乃里子: かわしま神経内科クリニック

神経 低（無）酸素・虚血後脳症 木下浩作: 日本大学医学部付属板橋病院救命救急センター

神経 片頭痛 永田栄一郎: 東海大学医学部内科学系脳神経内科

神経 緊張型頭痛 徳岡健太郎: 東海大学医学部付属八王子病院

神経 群発頭痛 今井昇: 静岡赤十字病院 脳神経内科

神経 脳動脈解離 星野晴彦: 東京都済生会中央病院 脳神経内科 脳卒中センター

神経 後頭神経痛 山口啓二: 一宮西病院 脳神経内科

神経
薬剤の使用過多による頭痛（薬物乱

用頭痛、MOH）
永田栄一郎: 東海大学医学部内科学系脳神経内科

神経 腰椎穿刺後頭痛 大熊壮尚: 学校法人聖マリアンナ医科大学　脳神経内科　特任教授/川崎市立多摩病院　神経内科部長

神経 ハンチントン病 五十嵐修一: 新潟市民病院

神経 正常圧水頭症 厚見秀樹: 東海大学医学部外科学系

神経 軽度認知障害 川畑信也: 八千代病院　認知症疾患医療センター

神経 アルツハイマー型認知症 福井俊哉: かわさき記念病院病院長・昭和大学神経内科部門客員教授

神経 血管性認知症 川畑信也: 八千代病院　認知症疾患医療センター

神経 レビー小体型認知症 梁正淵: 北里大学 北里研究所病院　脳神経内科

神経 パーキンソン病の認知症 梁正淵: 北里大学 北里研究所病院　脳神経内科

神経 下垂体腺腫 齋藤洋一: 大阪大学 脳神経外科

神経 脊髄小脳変性症 大貫優子: 東海大学基盤診療学系

神経 脳静脈血栓症 橋本洋一郎: 熊本市立熊本市民病院

神経 脳脊髄液減少症
美馬達夫: 美馬クリニック

篠永正道: 国際医療福祉大学熱海病院脳神経外科

神経
ランバート・イートン（Lambert-

Eaton）型筋無力症候群
中馬越清隆: 筑波大学 医学医療系神経内科学

神経 ミトコンドリア病 大越教夫: つくば国際大学 医療保健学部

神経 進行性筋ジストロフィー 石井亜紀子: 筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻神経病態医学分野

神経
筋強直症候群（筋強直性ジストロフ

ィー、ミオトニア）
渡邊雅彦: 茨城大学保健管理センター

神経 周期性四肢麻痺 望月昭英: つくばセントラル病院 神経内科

神経 多系統萎縮症 渡辺宏久: 藤田医科大学医学部　脳神経内科学教室

神経 進行性核上性麻痺 渡辺宏久: 藤田医科大学医学部　脳神経内科学教室

神経 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 高昌星: 社会医療法人 城西病院

神経 転移性脳腫瘍 成田善孝: 国立がん研究センター中央病院　脳脊髄腫瘍科

神経 痙攣発作終了後の対応 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

神経 偽けいれん・偽意識障害 大高俊一: 国際医療福祉大学成田病院　救急科

神経 めまい 林理生: 社会医療法人友愛会 恵愛病院 内科

神経 歩行障害、転倒 内藤　寛: 伊勢赤十字病院 脳神経内科

神経 急性運動失調 瀧山嘉久: 山梨大学大学院総合研究部 医学域 神経内科学講座

神経 慢性運動失調
石黒太郎: 東京医科歯科大学 脳神経病態学分野

水澤英洋: 国立精神・神経医療研究センター病院

神経 失語症
杉本あずさ: 昭和大学 内科学講座 脳神経内科学部門

河村満: 奥沢病院

神経 全身の疼痛 吉見祐輔: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

神経 多発性単ニューロパチー 織田彰子: 筑波大学 神経内科

神経 多発ニューロパチー 辻浩史: 筑波大学 神経内科

神経 静座不能（アカシジア） 横谷省治: 筑波大学医学医療系 地域総合診療医学

神経 遅発性ジスキネジア 冨山誠彦: 弘前大学大学院医学研究科脳神経内科学講座

神経 筋力低下 庄司進一: 筑波大学

神経 高CK血症 前野貴美: 筑波大学 総合診療科

神経 平衡障害 室伏利久: 帝京大学 耳鼻咽喉科

神経 振戦 大熊泰之: 順天堂大学 脳神経内科

神経 反射異常 阿部康二: 国立精神・神経医療研究センター病院長

神経 片麻痺 北川一夫: 東京女子医科大学医学部脳神経内科

神経 対麻痺 福武敏夫: 亀田メディカルセンター 脳神経内科

神経 しびれ・感覚障害
綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

漆葉章典: 東京都立神経病院　脳神経内科

神経 認知症 柴﨑俊一: ひたちなか総合病院 救急・総合内科
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神経 顔面筋の麻痺
河村満: 奥沢病院

黒田岳志: 昭和大学 医学部内科学講座 脳神経内科学部門

神経 顔面の神経痛 廣瀬由美: 筑波メディカルセンター病院 総合診療科

神経 脊髄圧迫所見 高橋敏行: 藤枝平成記念病院 脊髄脊椎疾患治療センター

神経 チック障害 野村芳子: 野村芳子小児神経学クリニック

神経 失神 武村克哉: 琉球大学病院 地域・国際医療部

神経
こむらがえり・下肢つり・有痛性の

筋収縮
石井一弘: 筑波⼤学 医学医療系 神経内科学

神経 筋肉痛（全身） 原田芳巳: 東京医科大学病院 総合診療科

神経 眼振 小曽根早知子: 筑波大学 総合診療科

神経 項部硬直 堀進悟: 慶應義塾大学 救急医学

神経 頭痛 竹島多賀夫: 社会医療法人寿会富永病院

神経 急性散在性脳脊髄炎 水野昌宣: 岩手医科大学 内科学講座 神経内科・老年科

神経 振戦以外の不随意運動 花島律子: 鳥取大学医学部医学科 脳神経医科学講座脳神経内科学分野

神経 髄膜腫 橋本直哉: 京都府立医科大学 大学院医学研究科 脳神経外科

神経 聴神経鞘腫 甲村英二: 公立学校共済組合　近畿中央病院

神経
脊髄血管病変（脊髄動静脈奇形、硬

膜外・硬膜下血腫、など）
中村 元: 大阪大学医学部 脳神経外科

神経 ウェルニッケ脳症 星野晴彦: 東京都済生会中央病院 脳神経内科 脳卒中センター

神経 視神経脊髄炎 毛塚剛司: 毛塚眼科医院

神経 Wallenberg症候群
細見直永: 社会医療法人近森会 近森病院 脳神経内科

青木志郎: 広島大学病院 脳神経内科

神経 トルソー症候群 野川茂: 東海大学医学部付属八王子病院　副院長

神経

特発性あるいは素因性全般てんかん

、特発性あるいはself-

limitedの焦点てんかん

中岡健太郎: 愛知県精神医療センター

井上有史: 静岡てんかん・神経医療センター

神経 非がん性慢性疼痛 柴田政彦: 奈良学園大学 保健医療学部（大阪大学大学院 医学系研究科 招へい教授）

神経 パーキンソン病（進行期） 下泰司: 順天堂大学 脳神経内科 運動障害疾患病態研究治療講座

神経 髄液検査
松原崇一朗: 熊本大学病院　脳神経内科

永山正雄: 国際医療福祉大学大学院医学研究科　脳神経内科学

神経 膠芽腫 園田順彦: 山形大学医学部脳神経外科

救急・集中治療 一酸化炭素中毒 入江仁: 津軽保健生活協同組合健生病院救急集中治療部

救急・集中治療 エタノール中毒 上山裕二: 医療法人倚山会 田岡病院 救急科

救急・集中治療 NSAIDs中毒 関義元: 茨城県立中央病院 総合診療科

救急・集中治療 薬物中毒 宮道亮輔: 東京慈恵会医科大学 救急医学講座

救急・集中治療 偶発性低体温症 千葉　大: Family Medical Practice Hanoi

救急・集中治療 痙攣発作終了後の対応 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

救急・集中治療 農薬中毒 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 熱中症、熱射病 千葉拓世: 国際医療福祉大学 救急医学講座

救急・集中治療 意識障害 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 メジャー外傷 小淵岳恒: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 アルコール中毒（エタノール以外） 関井肇: JR東京総合病院 救急科

救急・集中治療 ショック 井上茂亮: 神戸大学大学院 医学研究科外科系講座

救急・集中治療 播種性血管内凝固 畑田剛: 豊田厚生病院 救急科

救急・集中治療 心肺停止 田中敏春: JA 新潟厚生連 上越総合病院 救急科

救急・集中治療 溺水 加藤之紀: 医療法人EMS　植田救急クリニック

救急・集中治療 潜水病 前田重信: 福井県立病院救命救急センター

救急・集中治療 高山病 梨木洋: 岩手県立中央病院 ICU科

救急・集中治療 マイナー外傷 徳永日呂伸: 敦賀市立看護大学、市立敦賀病院 救急科、長良整形外科クリニック

救急・集中治療 緊張性気胸 東裕之: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 アセトアミノフェン中毒 花木奈央: 大阪大学大学院医学研究科　公衆衛生学

救急・集中治療 抗精神病薬中毒 久村正樹: 埼玉医科大学総合医療センター救急科

救急・集中治療 抗うつ薬中毒 久村正樹: 埼玉医科大学総合医療センター救急科

救急・集中治療 急性ニコチン中毒 花木奈央: 大阪大学大学院医学研究科　公衆衛生学

救急・集中治療 麻薬中毒 山上浩: 湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

救急・集中治療 ガス中毒症 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

救急・集中治療 フグ中毒 三木俊史: 近森会近森病院 救命救急センター

救急・集中治療 放射線被ばく 小淵岳恒: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 鼻腔異物 ・耳異物 瀬良誠: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 異物（気管・食道）（救命救急） 瀬良誠: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 重症頭部外傷 瀬良誠: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 偽けいれん・偽意識障害 大高俊一: 国際医療福祉大学成田病院　救急科

救急・集中治療 暴れる患者への対応 小淵岳恒: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 脳振盪後のスポーツ復帰 野村悠: 川崎市立多摩病院 救急災害医療センター

救急・集中治療 胸痛 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 軽症頭部外傷 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 横紋筋融解症 加藤之紀: 医療法人EMS　植田救急クリニック

救急・集中治療 熱傷 大塚正樹: 中東遠総合医療センター皮膚科・皮膚腫瘍科

救急・集中治療 蛇咬傷 髙田忠明: 徳島赤十字病院 集中治療科

救急・集中治療 クラゲ刺傷 山上浩: 湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

救急・集中治療 胸部外傷 益子一樹: 日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター

救急・集中治療 腹部外傷 益子一樹: 日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター

救急・集中治療 骨盤外傷 伊澤祥光: 自治医科大学 救急医学

救急・集中治療 四肢外傷 松井健太郎: 帝京大学 整形外科学講座 外傷センター

救急・集中治療 重症熱傷 大高俊一: 国際医療福祉大学成田病院　救急科

救急・集中治療 気道熱傷 松本優: 兵庫県立尼崎総合医療センター 救急集中治療科

救急・集中治療 化学熱傷 大森啓子: 杉田玄白記念公立小浜病院

救急・集中治療 シアン・硫化水素中毒 加藤之紀: 医療法人EMS　植田救急クリニック
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救急・集中治療 腐食性物質中毒 谷崎真輔: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 電撃傷 遠藤拓郎: 国際医療福祉大学医学部救急医学

救急・集中治療 アナフィラキシー 永井秀哉: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 トリアージ 東裕之: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 被虐待児症候群（child abuse） 市川光太郎: 北九州市立八幡病院 小児救急センター

救急・集中治療 急性発症の視力障害 須網和也: 名古屋掖済会病院　救急科

救急・集中治療 災害医療の実践（CSCATTT） 永田高志: 九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座 災害・救急医学

救急・集中治療 爆弾テロ 竹島茂人: 沖縄県立八重山病院 救急科

救急・集中治療 検死の方法 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部

救急・集中治療 死亡診断書と死体検案書 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部

救急・集中治療 診断書交付の義務 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部

救急・集中治療 異状死体の届出義務 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

救急・集中治療
麻薬中毒患者届出の義務・違法薬物

使用者の通報
山上浩: 湘南鎌倉総合病院 救急総合診療科

救急・集中治療 食中毒患者の届出の義務 森田浩史: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 感染症患者の届出の義務 森田浩史: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 性暴力被害者 奥田拓史: Duke University Medical Center

救急・集中治療 児童虐待の防止等に関する法律 市川光太郎: 北九州市立八幡病院 小児救急センター

救急・集中治療
ストーカー行為等の規制等に関する

法律
前田重信: 福井県立病院救命救急センター

救急・集中治療 コンパートメント症候群 松井健太郎: 帝京大学 整形外科学講座 外傷センター

救急・集中治療 心因性非てんかん発作（PNES） 田村洋行: 自治医科大学付属さいたま医療センター 救命救急センター

救急・集中治療 刺激性のある無力化剤への曝露 竹島茂人: 沖縄県立八重山病院 救急科

救急・集中治療 肋軟骨炎 植西憲達: 藤田医科大学 救急総合内科

救急・集中治療 顎関節脱臼 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 食塊による食道閉塞 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

救急・集中治療 釣り針除去 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 爪下異物 佐藤信宏: 新潟市民病院 救命救急・循環器病脳卒中センター

救急・集中治療 爪床裂傷 山田直樹: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 ハチ刺傷 石井道人: 医療法人ミチテラス ファミリークリニックあざみ野

救急・集中治療 高齢者虐待 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

救急・集中治療 敗血症
則末泰博: 東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　集中治療部門

片岡惇: 練馬光が丘病院 総合救急診療科 集中治療部門

救急・集中治療 ウェルニッケ脳症 星野晴彦: 東京都済生会中央病院 脳神経内科 脳卒中センター

救急・集中治療 心肺蘇生法 永井秀哉: 福井県立病院 救命救急センター

救急・集中治療 人工呼吸器の設定 加藤之紀: 医療法人EMS　植田救急クリニック

救急・集中治療 ICUルーチン 飯尾純一郎: 済生会熊本病院 救急総合診療部

救急・集中治療 航空機（新幹線）内での医療行為 田辺利朗: 京都山城総合医療センター 消化器内科

救急・集中治療 集中治療における倫理
則末泰博: 東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　集中治療部門

鍋島正慶: 東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科　集中治療部門

災害医療 非ST上昇型心筋梗塞 宮内克己: 順天堂大学 循環器内科

災害医療 ST上昇型心筋梗塞 阿古潤哉: 北里大学病院循環器内科

災害医療
たこつぼ（型）心筋症/たこつぼ症候

群
渡辺昌文: 山形大学医学部 内科学第一講座（循環・呼吸・腎臓内科学）

災害医療 破傷風 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

災害医療 かぜ 桐ケ谷大淳: 日南市立中部病院

災害医療 市中肺炎 福地貴彦: 自治医科大学附属さいたま医療センター 総合診療科

災害医療 レジオネラ肺炎 久保健児: 日本赤十字社和歌山医療センター 感染症内科部

災害医療 旅行者下痢症 竹下望: 国立感染症研究センター　研究企画調整センター

災害医療 うつ病 尾鷲登志美: 牧田総合病院 精神科

災害医療 急性咽頭炎 （溶連菌咽頭炎を含む） 上山伸也: 倉敷中央病院 感染症科／感染制御室

災害医療 偶発性低体温症 千葉　大: Family Medical Practice Hanoi

災害医療 痙攣発作終了後の対応 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

災害医療 熱中症、熱射病 千葉拓世: 国際医療福祉大学 救急医学講座

災害医療 メジャー外傷 小淵岳恒: 福井大学医学部附属病院 救急部

災害医療 心肺停止 田中敏春: JA 新潟厚生連 上越総合病院 救急科

災害医療 マイナー外傷 徳永日呂伸: 敦賀市立看護大学、市立敦賀病院 救急科、長良整形外科クリニック

災害医療 異物（気管・食道）（救命救急） 瀬良誠: 福井県立病院 救命救急センター

災害医療 重症頭部外傷 瀬良誠: 福井県立病院 救命救急センター

災害医療 急性下痢 脇坂達郎: JA愛知厚生連 海南病院 総合内科

災害医療 低体温 石丸直人: 明石医療センター総合内科

災害医療 軽症頭部外傷 山中俊祐: 福井大学医学部附属病院 救急部

災害医療 急性肺塞栓症 中村真潮: 陽だまりの丘なかむら内科

災害医療 胸部外傷 益子一樹: 日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター

災害医療 腹部外傷 益子一樹: 日本医科大学 千葉北総病院 救命救急センター

災害医療 骨盤外傷 伊澤祥光: 自治医科大学 救急医学

災害医療 四肢外傷 松井健太郎: 帝京大学 整形外科学講座 外傷センター

災害医療 重症熱傷 大高俊一: 国際医療福祉大学成田病院　救急科

災害医療 気道熱傷 松本優: 兵庫県立尼崎総合医療センター 救急集中治療科

災害医療 化学熱傷 大森啓子: 杉田玄白記念公立小浜病院

災害医療 電撃傷 遠藤拓郎: 国際医療福祉大学医学部救急医学

災害医療 アナフィラキシー 永井秀哉: 福井県立病院 救命救急センター

災害医療 トリアージ 東裕之: 福井県立病院 救命救急センター

災害医療 急性発症の視力障害 須網和也: 名古屋掖済会病院　救急科

災害医療 災害医療の実践（CSCATTT） 永田高志: 九州大学大学院医学研究院先端医療医学講座 災害・救急医学

災害医療 検死の方法 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部

災害医療 死亡診断書と死体検案書 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部

災害医療 診断書交付の義務 中西泰造: 福井赤十字病院 救急部
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災害医療 異状死体の届出義務 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

災害医療 食塊による食道閉塞 西川佳友: トヨタ記念病院 救急科

腫瘍 下垂体腺腫 齋藤洋一: 大阪大学 脳神経外科

腫瘍 転移性脳腫瘍 成田善孝: 国立がん研究センター中央病院　脳脊髄腫瘍科

腫瘍 胃粘膜下腫瘍 矢田智之: 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター国府台病院 消化器・肝臓内科

腫瘍 胃MALTリンパ腫 中村昌太郎: 岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科 消化管分野

腫瘍
膵管内乳頭粘液性腫瘍、粘液性嚢胞

腫瘍

鈴木裕: 杏林大学 消化器・一般外科

杉山政則: 東京労災病院　院長

腫瘍 小細胞肺癌(初期) 駄賀晴子: 大阪市立総合医療センター

腫瘍 非小細胞肺癌(初期)
髙山浩一: 京都府立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学

内野順治: 京都府立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学

腫瘍 転移性肺腫瘍 礒部　威: 島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学

腫瘍 子宮頸がん（初期）:IA～IB1期
馬場長: 京都大学医学部附属病院 産科婦人科

河原俊介: 京都大学医学部附属病院 産科婦人科

腫瘍 子宮体がん(初期) :I期 寺井義人: 神戸大学大学院 医学研究科外科系講座産科婦人科分野

腫瘍 卵巣癌（早期）:I～IIA期 藤原寛行: 自治医科大学付属病院 産婦人科

腫瘍 肝癌(概要) 山下竜也: 金沢大学先進予防医学研究センター

腫瘍 膵癌(診断)
花田敬士: JA広島厚生連 尾道総合病院 消化器内科

栗原啓介: JA広島厚生連 尾道総合病院 消化器内科

腫瘍 胆のう癌
加藤厚: 国際医療福祉大学附属三田病院 消化器センター

宮崎勝: 国際医療福祉大学附属三田病院 消化器センター

腫瘍 食道癌 小澤壯治: 多摩丘陵病院　外科・消化器外科

腫瘍 甲状腺腫 宮川めぐみ: 医療法人誠医会　宮川病院内科

腫瘍 褐色細胞腫 方波見卓行: 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

腫瘍 前立腺癌 井手久満: 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科

腫瘍 腎細胞癌
呉屋 真人: 中部徳洲会病院　泌尿器科

斎藤誠一: 琉球大学医学部医学科腎泌尿器外科学講座

腫瘍 陰茎腫瘍 佐藤文憲: 大分大学 医学科腎泌尿器外科学講座

腫瘍 腎血管筋脂肪腫 井川掌: 久留米大学医学部 泌尿器科

腫瘍 腎盂・尿管腫瘍 横溝晃: 医療法人 原三信病院 泌尿器科

腫瘍 乳がん検診 大貫幸二: 岩手県立中央病院　乳腺・内分泌外科

腫瘍 乳癌 浸潤性乳癌 吉田敦: 聖路加国際病院　乳腺外科

腫瘍 乳癌（非浸潤性乳癌） 宮城由美: がん研有明病院 乳腺外科

腫瘍 炎症性乳癌 山内英子: 聖路加国際病院 乳腺外科

腫瘍 妊娠期乳癌 猿丸修平: ブレストクリニック築地

腫瘍 癌検診 米田博輝: 弘前大学 総合地域医療推進学講座

腫瘍 転移性骨腫瘍 末松篤樹: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

腫瘍 原発不明癌 米盛勧: 国立がん研究センター中央病院

腫瘍 発熱性好中球減少
陶山浩一: 熊本大学医学部附属病院 がんセンター

高野利実: がん研有明病院 乳腺内科

腫瘍 抗がん剤の血管外漏出への対応
野口瑛美: 国立がん研究センター中央病院

小室泰司: がん・感染症センター都立駒込病院

腫瘍 抗癌剤による口内炎の予防と対応 長瀬通隆: 佐久総合病院 佐久医療センター 腫瘍内科

腫瘍
抗がん薬による悪心（おしん）・嘔

吐の予防と対応
齊藤光江: 順天堂大学医学部　乳腺腫瘍学講座

腫瘍
抗がん剤（分子標的治療薬を含む）

による下痢症への対応
小林 心: がん研究会有明病院 乳腺内科

腫瘍 遺伝性乳癌・卵巣癌症候群（HBOC） 森美樹: 昭和大学病院ブレストセンター 乳腺外科、自由が丘みきブレストクリニック

腫瘍
バレット食道（バレット食道癌含む

）
藤崎順子: がん研有明病院 消化器センター

腫瘍 甲状腺癌 乳頭癌 宮内昭: 神甲会隈病院

腫瘍 膀胱癌 松山豪泰: 山口大学医学部付属病院

腫瘍 食道粘膜下腫瘍 岡田裕之: 岡山大学病院 光学医療診療部

腫瘍 食道上皮性良性腫瘍 眞部紀明: 川崎医科大学 検査診断学

腫瘍 胃癌 井ノ口幹人: 武蔵野赤十字病院 外科

腫瘍 大腸癌 猪股雅史: 大分大学医学部 消化器・小児外科学講座

腫瘍 抗癌剤による味覚障害に対する治療 藤山理恵: 長崎大学 総合歯科臨床教育学

腫瘍 黒色腫瘍 竹中秀也: 京都市立病院　皮膚科

腫瘍 肝内胆管癌、その他の原発性肝癌
千代永卓: 熊本労災病院　消化器内科

佐々木裕: 長崎国際大学健康栄養学科/熊本大学消化器内科

腫瘍 転移性肝癌
出口章広: 香川大学 消化器・神経内科　/ 香川労災病院 消化器内科

正木勉: 香川大学医学部 消化器・神経内科学

腫瘍
肝良性腫瘍（肝血管腫、アデノーマ

）
中尾一彦: 長崎大学 消化器内科

腫瘍 舌癌 里見貴史: 日本歯科大学 生命歯学部口腔外科学講座

腫瘍 小腸腫瘍 須並英二: 日本赤十字社医療センター 大腸肛門外科

腫瘍 胆管癌（肝門部を含む）
伊神剛: 名古屋大学 大学院腫瘍外科

梛野正人: 名古屋大学 大学院腫瘍外科

腫瘍 胆管癌（遠位） 海野倫明: 東北大学大学院消化器外科学

腫瘍 気管(気管支)腫瘍
池田徳彦: 東京医科大学呼吸器・甲状腺外科

臼田実男: 日本医科大学呼吸器外科

腫瘍 良性肺腫瘍 鈴木健司: 順天堂大学 呼吸器外科

腫瘍 悪性中皮腫 中野孝司: 国家公務員共済組合連合会 大手前病院

腫瘍 縦隔腫瘍 花田豪郎: 虎の門病院 呼吸器センター内科

腫瘍 子宮頸がん検診、HPV検査 黒川哲司: 福井大学 医学部産科婦人科

腫瘍 子宮頸部上皮内腫瘍(CIN) 藤井恒夫: 医療法人 藤井レディースクリニック

腫瘍 聴神経腫瘍 井上泰宏: 耳鼻咽喉科いのうえクリニック院長
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腫瘍 外耳・中耳腫瘍・グロームス腫瘍 角田篤信: 順天堂大学 耳鼻咽喉・頭頸科

腫瘍
鼻・副鼻腔腫瘍（乳頭腫・血管腫・

癌・嗅神経芽細胞腫）
土井清司: 日本赤十字社 神戸赤十字病院 耳鼻咽喉科

腫瘍 舌・口腔悪性腫瘍 三谷浩樹: がん研有明病院 頭頸科

腫瘍 上咽頭腫瘍 吉崎智一: 金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

腫瘍 喉頭腫瘍（白斑症、乳頭腫、癌） 塩谷彰浩: 防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座

腫瘍 唾液腺腫瘍 吉原俊雄: 東都文京病院　耳鼻咽喉科

腫瘍 甲状腺腫瘍 三宅成智: 独立行政法人 労働者安全機構 山陰労災病院 耳鼻咽喉科

腫瘍 副咽頭間隙腫瘍 加藤孝邦: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

腫瘍 口腔の腫瘤・良性腫瘍 新谷悟: 医療法人社団 優新会　東京銀座シンタニ歯科口腔外科クリニック

腫瘍 中咽頭悪性腫瘍 朝蔭孝宏: 東京医科歯科大学 頭頸部外科

腫瘍 下咽頭悪性腫瘍
篠﨑剛: 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

林隆一: 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

腫瘍 癌性髄膜炎 内藤陽一: 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 総合内科／先端医療科／腫瘍内科

腫瘍 癌性胸膜炎 小暮啓人: 国立病院機構 名古屋医療センター呼吸器内科・腫瘍内科

腫瘍 癌性腹膜炎 中島貴子: 聖マリアンナ医科大学 臨床腫瘍学講座

腫瘍 腫瘍崩壊症候群 梶大介: 虎の門病院 血液内科

腫瘍 腫瘍による脊髄圧迫 土井美帆子: 県立広島病院 臨床腫瘍科

腫瘍 小細胞肺癌（進行期） 礒部　威: 島根大学医学部内科学講座呼吸器・臨床腫瘍学

腫瘍 非小細胞肺癌（進行期）
関順彦: 帝京大学医学部 内科学講座腫瘍内科

丹澤盛: 帝京大学医学部 内科学講座腫瘍内科

腫瘍 肝癌（薬物療法）
加藤直也: 千葉大学医学部附属病院　消化器内科

小笠原定久: 千葉大学医学部附属病院　消化器内科

腫瘍 膵癌（外科） 伊佐地秀司: 三重大学医学部附属病院

腫瘍 髄膜腫 橋本直哉: 京都府立医科大学 大学院医学研究科 脳神経外科

腫瘍 聴神経鞘腫 甲村英二: 公立学校共済組合　近畿中央病院

腫瘍 手の腫瘤、ガングリオン 藤　哲: 国立病院機構 弘前病院 特別統括病院長

腫瘍 馬尾腫瘍 小澤浩司: 東北医科薬科大学医学部整形外科学

腫瘍 転移性脊椎腫瘍 村上英樹: 名古屋市立大学病院　整形外科

腫瘍 原発性脊椎腫瘍 播广谷勝三: 九州大学 整形外科

腫瘍 脊髄腫瘍
名越慈人: 慶應義塾大学 整形外科

中村雅也: 慶應義塾大学 整形外科

腫瘍 腫瘍熱
長谷川依子: 千葉西総合病院 臨床腫瘍科

内藤陽一: 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 総合内科／先端医療科／腫瘍内科

腫瘍 子宮体がん(進行期):Ⅱ期以上 渡利英道: 北海道大学病院 婦人科

腫瘍 子宮頸がん(進行期):IB2期以上
安彦郁: 京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学

万代昌紀: 京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学

腫瘍 卵巣癌(進行期):IIB～Ⅳ期 佐藤豊実: 筑波大学医学医療系産科婦人科学

腫瘍 膵癌(化学療法) 古瀬純司: 杏林大学医学部腫瘍内科学

腫瘍 がん免疫療法（薬理）
小野寺健: 奥州市医療局　奥州市総合水沢病院 薬剤科

松浦誠: 岩手医科大学 薬学部 臨床薬学講座 地域医療薬学分野

腫瘍 高齢者のがん治療 水谷友紀: 杏林大学医学部 総合医療学/腫瘍内科学

腫瘍 膠芽腫 園田順彦: 山形大学医学部脳神経外科

小児科
発熱（乳幼児と年長児の対応含む）(

小児科)
中村元: 小児科中村医院

小児科 痙攣・意識障害（小児科） 岡明: 東京大学医学部附属病院 小児科

小児科 肥満症（小児科） 菊池透: 埼玉医科大学 小児科

小児科 胆道閉鎖症(小児科） 田中秀明: 福島県立医科大学附属病院 小児外科

小児科 神経芽腫（小児科） 井田孔明: 帝京大学医学部附属溝口病院小児科

小児科
甲状腺機能低下症・亢進症（小児科

）
磯島豪: 帝京大学医学部小児科

小児科 熱中症(小児科)
稲冨淳: 帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

黒澤照喜: 帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

小児科 細気管支炎（小児科） 西本創: さいたま市民医療センター 小児科

小児科 ムンプス(小児科） 田中孝明: 川崎医科大学　小児科学

小児科 感染性心内膜炎(小児科） 豊田彰史: キッズクリニック鴨居

小児科 若年性特発性関節炎(小児科) 佐藤智: 埼玉県立小児医療センター 感染免疫・アレルギー科

小児科 気胸(小児科） 横山美貴: 町立八丈病院 小児科

小児科 手足口病(小児科） 細矢光亮: 福島県立医科大学 小児科学講座

小児科 血友病（小児科） 加藤元博: 国立成育医療研究センター小児がんセンター

小児科 チアノーゼ(小児科） 賀藤均: 国立成育医療研究センター 病院長

小児科 頭痛(小児科） 岩崎博之: 東京大学 小児科

小児科 乳幼児健診（小児科） 吉永陽一郎: 吉永小児科医院院長

小児科 小児のてんかん（小児科） 三牧正和: 帝京大学医学部小児科学講座

小児科 急性扁桃炎(小児科） 三日市薫: さくらんぼこどもクリニック

小児科 糖尿病（小児科） 佐藤詩子: 三楽病院 小児科

小児科 新生児黄疸(小児科) 近藤雅楽子: 東京都立墨東病院 新生児科

小児科 頻脈・不整脈(小児科） 朝海廣子: Sydney Children’s Hospital Network, Australia

小児科 動脈管開存症(小児科） 犬塚亮: 東京大学 小児科

小児科 自閉症スペクトラム(小児科) 広瀬宏之: 横須賀市療育相談センター

小児科 急性白血病（小児科） 康勝好: 埼玉県立小児医療センター 血液腫瘍科

小児科 22q11.2 deletion症候群(小児科） 香取竜生: 公立昭和病院　小児科

小児科 熱性けいれん（小児科） 高橋長久: 心身障害児総合医療療育センター

小児科 Down症候群（小児科） 高野貴子: 東京家政大学 家政学部児童学科

小児科 虫垂炎(小児科） 黒澤照喜: 帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

小児科 幽門狭窄症（小児科） 榊原裕史: 東京都立小児総合医療センター 総合診療科

小児科 脱水症と輸液療法（小児科） 三浦健一郎: 東京女子医科大学 腎臓小児科

小児科 クループ症候群(小児科) 黒澤照喜: 帝京大学医学部附属溝口病院 小児科

小児科 血管性紫斑病(小児科) 檜垣博嗣: みなみ野こどもクリニック
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小児科 アトピー性皮膚炎(小児科） 渋谷紀子: 総合母子保健センター愛育クリニック 小児科

小児科 動脈管依存性先天性心疾患(小児科） 渋谷和彦: 東京都立府中療育センター

小児科 Turner症候群（小児科） 長谷川行洋: 東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科

小児科 IgA腎症(小児科） 小椋雅夫: 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

小児科 精巣捻転(小児科) 小椋雅夫: 国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

小児科 Fallot四徴症(小児科） 小野博: 国立成育医療研究センター 循環器科

小児科 気管支喘息（小児科） 安戸裕貴: 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座

小児科
院内感染予防（隔離の必要な疾患と

その緊急対応）（小児科）
新庄正宜: 慶應義塾大学病院 小児科

小児科 神経性やせ症（小児科） 冨田和巳: こども心身医療研究所

小児科
成長ホルモン分泌不全性低身長（小

児科）
神崎晋: 旭川荘療育・医療センター、川崎医科大学総合医療センター

小児科 川崎病（小児科） 林泰佑: 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 器官病態系内科部 循環器科

小児科 急性脳症(小児科） 水口 雅: 東京大学 国際保健学専攻国際生物医科学講座

小児科 臍ヘルニア(小児科）
家入里志: 鹿児島大学 小児外科学

川野孝文: 鹿児島大学 小児外科学

小児科 食物アレルギー(小児科） 成田雅美: 東京都立小児総合医療センター アレルギー科

小児科 咳・喘鳴・呼吸困難（小児科） 川越信: かわごえ小児科クリニック

小児科
心室中隔欠損症・心房中隔欠損症（

小児科）
清水信隆: 社会福祉法人三井記念病院 小児科

小児科 腸重積(小児科） 西本創: さいたま市民医療センター 小児科

小児科 うつ病（小児科） 平岩幹男: Rabbit Developmental Research

小児科 上気道炎（かぜ症候群）(小児科) 児玉和彦: 医療法人明雅会 こだま小児科

小児科 髄膜炎(小児科) 菅秀: 独立行政法人国立病院機構 三重病院

小児科 呼吸窮迫症候群(小児科) 大井田憲泰: 東京都立墨東病院 新生児科

小児科 腹痛(小児科）
神保圭佑: 順天堂大学小児科

大塚宜一: 順天堂大学小児科

小児科 便秘(小児科）

神保圭佑: 順天堂大学小児科

京戸玲子: 順天堂大学小児科

大塚宜一: 順天堂大学小児科

小児科 嘔吐・下痢（小児科） 三平元: ひがしまつど小児科

小児科
学校における感染症の予防（学校保

健安全法）(小児科）
中野貴司: 川崎医科大学 小児科

小児科 紫斑病性腎炎(小児科） 張田豊: 東京大学 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座

小児科 尿路感染症(小児科） 張田豊: 東京大学 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座

小児科 思春期早発症（小児科） 長谷川奉延: 慶應義塾大学 小児科学教室

小児科 ケトン血性低血糖症（小児科） 長尾芳朗: 高島平中央総合病院検査科

小児科 言語発達遅滞（小児科） 小枝達也: 国立成育医療研究センター こころの診療部

小児科 起立性調節障害(小児科） 田中英高: OD低血圧クリニック田中

小児科 無呼吸発作(小児科) 垣内五月: 東京大学病院小児科

小児科 中耳炎(小児科） 中村豊: ゆたかこどもクリニック

小児科 鼠径ヘルニア(小児科） 金森豊: 国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部

小児科 痙攣重積（小児科） 内野俊平: 東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座

小児科

注意欠陥・多動性障害（attention 

deficit/hyperactivity 

disorder、ADHD）(小児科)

平岩幹男: Rabbit Developmental Research

小児科 夜尿症(小児科） 片山啓: 片山キッズクリニック

小児科 A群レンサ球菌感染症（小児科） 宮田一平: 川崎医科大学小児科学講座

小児科 くる病（小児科） 北中幸子: 東京大学大学院医学系研究科小児医学講座

小児科 成長障害(小児科） 田中裕之: 東京大学大学院医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座

小児科 先天性股関節脱臼 滝川一晴: 静岡県立こども病院 整形外科

小児科 脳室周囲白質軟化症（小児科） 木村夫美恵: 都立北療育医療センター城南分園

小児科
小児薬用量の考え方と小児薬物療法

における注意点（小児科）

清宮啓介: 慶應義塾大学病院 薬剤部

鈴木小夜: 慶應義塾大学 薬学部

小児科 SIADH(小児科) 神田祥一郎: 東京大学医学部附属病院　小児科

小児科 ショック(小児科） 櫻井淑男: 埼玉医科大学 小児科

小児科 口内炎（小児科） 澤田雅子: 澤田こどもクリニック

小児科 発疹（小児科） 戸田雅久: 泰生会戸田医院

小児科 貧血（新生児を含む）(小児科） 滝田順子: 東京大学 小児科

小児科 黄疸(小児科） 秦堅佐工: はたクリニック

小児科 心筋炎(小児科） 香取竜生: 公立昭和病院　小児科

小児科 急性腎炎症候群(小児科) 張田豊: 東京大学 生殖・発達・加齢医学専攻 小児医学講座

小児科 低出生体重児(小児科） 高橋尚人: 東京大学 総合周産期母子医療センター

小児科 性分化疾患（小児科・産婦人科） 深見真紀: 国立成育医療研究所センター 分子内分泌研究部

小児科 肺炎(小児科） 黒崎知道: くろさきこどもクリニック

小児科 不明熱（小児科） 宮田一平: 川崎医科大学小児科学講座

小児科 プール熱（咽頭結膜熱） 安戸裕貴: 山口大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座

小児科
周期性嘔吐症（アセトン血性嘔吐症

）
三平元: ひがしまつど小児科

小児科 突発性発疹
宮入烈: 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター 生体防御系内科部　感染症科

宇田和宏: 岡山大学病院　小児科

小児科 小児の予防接種 小川英輝: あいち小児保健医療総合センター 総合診療科

産婦人科 下腹痛(産婦人科） 城田京子: 社会医療法人博愛会 相良病院

産婦人科 下腹部腫瘤
島田京子: 倉敷成人病センター 産婦人科

池田智明: 三重大学 病態解明医学講座生殖病態生理学

産婦人科 外陰掻痒、帯下増加 金井誠: 信州大学 保健学科

産婦人科 続発性無月経 佐藤幸保: 高松赤十字病院 産婦人科

産婦人科 月経不順 佐藤幸保: 高松赤十字病院 産婦人科
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産婦人科 過多月経 綾部琢哉: 帝京大学医学部付属病院 産婦人科

産婦人科 月経困難症、月経痛 岩佐弘一: 医療法人イワサクリニック

産婦人科 性交痛 倉林工: 新潟市民病院 産科・婦人科

産婦人科 挙児希望（不妊） 佐藤幸保: 高松赤十字病院 産婦人科

産婦人科 更年期の不定愁訴 望月 善子: もちづき女性クリニック

産婦人科 外陰炎、腟炎 梁善光: 帝京大学 ちば総合医療センター

産婦人科 外陰ヘルペス 吉村和晃: 産業医科大学若松病院 産婦人科

産婦人科 尖圭コンジローマ（婦人科） 川名敬: 日本大学医学部 産婦人科学系 産婦人科学分野

産婦人科 クラミジア感染症（婦人科） 野口靖之: 愛知医科大学 産婦人科学講座

産婦人科 淋菌感染症（婦人科） 野口靖之: 愛知医科大学 産婦人科学講座

産婦人科 骨盤内炎症性疾患 佐藤麻希子: 大館市立総合病院産婦人科

産婦人科 子宮頸がん検診、HPV検査 黒川哲司: 福井大学 医学部産科婦人科

産婦人科 子宮頸部上皮内腫瘍(CIN) 藤井恒夫: 医療法人 藤井レディースクリニック

産婦人科 HPVワクチン接種 鈴木光明: 新百合ヶ丘総合病院 がんセンター

産婦人科 子宮内膜増殖症 伊藤潔: 東北大学 災害産婦人科学分野

産婦人科 子宮筋腫 平松祐司: 岡山市立総合医療センター

産婦人科 子宮腺筋症 五味淵秀人: 河北総合病院産婦人科

産婦人科 子宮内膜症 北脇 城: 京都府立医科大学 名誉教授

産婦人科 卵巣囊胞 北正人: 関西医科大学附属病院 産科学婦人科学講座 婦人科内視鏡外科

産婦人科 妊婦健診 村林奈緒: 浜松医科大学 生殖周産期医学講座

産婦人科 流産 濱田洋実: 筑波大学 医学医療系総合周産期医学

産婦人科 妊娠悪阻 永田愛: 長崎大学 産婦人科

産婦人科 異所性妊娠 明楽 重夫: 日本医科大学 産婦人科

産婦人科 胞状奇胎 井箟一彦: 和歌山県立医科大学 産科婦人科学講座

産婦人科 頸部細胞診異常 若狭朋子: 近畿大学奈良病院 病理診断科

産婦人科 卵巣嚢胞（妊娠中） 万代昌紀: 京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学

産婦人科 頸管無力症 石本人士: 東海大学 専門診療学系産婦人科学領域

産婦人科 妊娠初期ウイルス感染 下屋浩一郎: 川崎医科大学附属病院 女性医療センター

産婦人科 妊娠、授乳期の薬物使用 濱田洋実: 筑波大学 医学医療系総合周産期医学

産婦人科 妊娠初期放射線被曝 関沢 明彦: 昭和大学医学部産婦人科学講座

産婦人科 妊娠初期の染色体・遺伝子検査
佐藤卓: 慶應義塾大学病院 産婦人科

末岡浩: 慶應義塾大学病院 産婦人科

産婦人科 切迫早産 牧野康男: 庄原赤十字病院産婦人科

産婦人科 妊娠高血圧症候群 山崎峰夫: 医療法人社団純心会パルモア病院

産婦人科 常位胎盤早期剝離 三宅秀彦: お茶の水女子大学 人間文化創成科学研究科／東京女子医科大学 遺伝子医療センター（非常勤）

産婦人科 前置胎盤 近藤英治: 京都大学 器官外科学 婦人科学産科学

産婦人科 胎児発育不全
鈴木一有: 浜松医科大学 周産母子センター

伊東宏晃: 浜松医科大学 周産母子センター

産婦人科 分娩時の胎児機能不全 大口昭英: 自治医科大学附属病院総合周産期母子医療センター

産婦人科 多胎妊娠 村越毅: 聖隷浜松病院産婦人科・総合周産期母子医療センター　産科部長

産婦人科 羊水過多、過少 坂井 昌人: 東京ベイ・浦安市川医療センター 産婦人科

産婦人科 分娩遷延 徳永昭輝: とくなが女性クリニック

産婦人科 分娩時大量出血
神元有紀: 三重中央医療センター　周産母子センター

池田智明: 三重大学 病態解明医学講座生殖病態生理学

産婦人科 羊水塞栓症 金山尚裕: 静岡医療科学専門大学校

産婦人科 妊娠中の血栓塞栓症 小林隆夫: 浜松医療センター

産婦人科 原発性無月経 堤治: 山王病院

産婦人科 性分化疾患（小児科・産婦人科） 深見真紀: 国立成育医療研究所センター 分子内分泌研究部

産婦人科 無排卵症 堀江 昭史: 京都大学大学院 医学研究科

産婦人科 多嚢胞性卵巣症候群 藤井 俊策: エフ.クリニック

産婦人科 高プロラクチン血症 佐藤雄一: 産科婦人科舘出張 佐藤病院

産婦人科 卵管疎通障害 齊藤和毅: 東京医科歯科大学大学院　茨城県小児周産期地域医療学講座

産婦人科 黄体機能不全 杉野法広: 山口大学 産科婦人科学

産婦人科 習慣流産、不育症 竹下俊行: 日本医科大学 産婦人科学教室

産婦人科 体重減少と無月経(産婦人科） 能瀬さやか: 東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科

産婦人科 月経前症候群 五来逸雄: 堀病院 産婦人科

産婦人科 早発卵巣不全 梶原 健: 埼玉医科大学病院 産婦人科

産婦人科 萎縮性腟炎 金井誠: 信州大学 保健学科

産婦人科 骨盤臓器脱 古山将康: 医療法人藤井会 石切生喜病院

産婦人科 尿失禁・頻尿(産婦人科） 角俊幸: 大阪市立大学 産科婦人科学

産婦人科 ホルモン補充療法 安井敏之: 徳島大学医歯薬学研究部 生殖・更年期医療学分野

産婦人科 女性の不定愁訴に対する漢方療法 武田卓: 近畿大学 東洋医学研究所

産婦人科 避妊法、緊急避妊法 寺内公一: 東京医科歯科大学　茨城県地域産科婦人科学講座

産婦人科 女性の脂質異常症 篠原康一: 愛知医科大学 産婦人科学講座

産婦人科 女性の骨粗鬆症 水沼英樹: 福島県立医科大学 ふくしま子ども・女性医療支援センター

産婦人科 授乳婦への薬物投与
西村あや子: 北海道大学病院 薬剤部

鈴木小夜: 慶應義塾大学 薬学部

産婦人科 更年期障害 寺内公一: 東京医科歯科大学　茨城県地域産科婦人科学講座

乳房 乳がん検診 大貫幸二: 岩手県立中央病院　乳腺・内分泌外科

乳房 乳腺症

中村清吾: 昭和大学医学部外科学講座乳腺外科学部門

本間尚子: 東邦大学医学部病理学講座

明石定子: 昭和大学 乳腺外科

乳房 乳汁漏出症 榎戸克年: 昭和大学藤が丘病院　乳腺外科

乳房 乳腺炎・産褥性の乳腺疾患 関根　憲: 関根ウィメンズクリニック

乳房
孤立性乳管内乳頭腫・乳管内乳頭腫

症
桑山隆志: 昭和大学 乳腺外科

乳房 乳頭部腺腫 堀井理絵: 埼玉県立がんセンター 病理診断科

乳房 乳腺線維腺腫 小島康幸: 聖マリアンナ医科大学 乳腺・内分泌外科
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乳房 乳房パジェット病
植弘奈津恵: がん研有明病院 乳腺センター

岩瀬拓士: 名古屋第一赤十字病院　乳腺・内分泌外科

乳房 乳房肉腫・葉状腫瘍 明石定子: 昭和大学 乳腺外科

乳房 乳癌 浸潤性乳癌 吉田敦: 聖路加国際病院　乳腺外科

乳房 乳癌（非浸潤性乳癌） 宮城由美: がん研有明病院 乳腺外科

乳房 炎症性乳癌 山内英子: 聖路加国際病院 乳腺外科

乳房 妊娠期乳癌 猿丸修平: ブレストクリニック築地

乳房 遺伝性乳癌・卵巣癌症候群（HBOC） 森美樹: 昭和大学病院ブレストセンター 乳腺外科、自由が丘みきブレストクリニック

総合診療・老年・在宅サプリメント(ビタミン) 福士元春: 武蔵国分寺公園クリニック

総合診療・老年・在宅ステロイドの副作用 大島久二: 東京医療保健大学

総合診療・老年・在宅癌検診 米田博輝: 弘前大学 総合地域医療推進学講座

総合診療・老年・在宅健診（癌以外） 室林治: 高山村国民健康保険高山診療所

総合診療・老年・在宅電気生理検査の解釈、用語解説 谷崎剛平: 榊原記念病院 循環器内科

総合診療・老年・在宅心電図の解釈,用語解説
猪原拓: 慶應義塾大学 循環器内科

香坂俊: 慶應義塾大学 循環器内科

総合診療・老年・在宅呼吸機能検査の解釈,用語解説 城大祐: 東京大学 呼吸器内科

総合診療・老年・在宅腎障害と薬剤投与量 浦田元樹: 社会医療法人寿楽会 大野記念病院

総合診療・老年・在宅薬物相互作用
牛島健太郎: 山口東京理科大学 薬学部

藤村昭夫: 自治医科大学 臨床薬理学部門

総合診療・老年・在宅在宅医療 在宅酸素療法 植木純: 順天堂大学 医療看護学研究科

総合診療・老年・在宅妊娠、授乳期の薬物使用 濱田洋実: 筑波大学 医学医療系総合周産期医学

総合診療・老年・在宅在宅医療を始める方法 和田忠志: いらはら診療所 在宅医療部

総合診療・老年・在宅身体所見および検査（在宅医療） 石井誠之: いらはら診療所

総合診療・老年・在宅栄養管理（在宅医療） 小野沢滋: みその生活支援クリニック

総合診療・老年・在宅がんの緩和ケア（在宅医療） 鈴木央: 鈴木内科医院

総合診療・老年・在宅褥瘡（在宅医療） 中野一司: ナカノ在宅医療クリニック

総合診療・老年・在宅摂食および嚥下の支援 新田國夫: 新田クリニック

総合診療・老年・在宅認知症（在宅医療） 苛原実: いらはら診療所

総合診療・老年・在宅リハビリテーション（在宅医療） 藤井博之: 日本福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科

総合診療・老年・在宅脳血管疾患（在宅医療） 石垣泰則: 城西神経内科クリニック／コーラルクリニック

総合診療・老年・在宅神経難病（在宅医療） 石垣泰則: 城西神経内科クリニック／コーラルクリニック

総合診療・老年・在宅廃用症候群（在宅医療） 荒井康之: 生きいき診療所・ゆうき

総合診療・老年・在宅輸液と中心静脈栄養（在宅医療） 小野沢滋: みその生活支援クリニック

総合診療・老年・在宅胃瘻の管理（在宅医療） 小川滋彦: 小川医院

総合診療・老年・在宅排便障害とストマ管理（在宅医療） 岡田晋吾: 北美原クリニック

総合診療・老年・在宅
排尿障害と尿路カテーテル管理（在

宅医療）
島崎亮司: 地域医療振興協会　シティ・タワー診療所

総合診療・老年・在宅看取りの実際 二ノ坂保喜: にのさかクリニック

総合診療・老年・在宅
気管切開・人工呼吸器装着者の管理

（在宅医療）
藤田拓司: 医療法人拓海会 神経内科クリニック

総合診療・老年・在宅
在宅歯科医療と口腔ケア（在宅医療

）

花形哲夫: 花形歯科医院

田村文誉: 日本歯科大学附属病院

総合診療・老年・在宅
スタンダードプリコーションと感染

防御（在宅医療）
高木宏明: 諏訪中央病院内科

総合診療・老年・在宅急性感染症対応（在宅医療） 荒井康之: 生きいき診療所・ゆうき

総合診療・老年・在宅服薬管理と薬剤師連携 萩田均司: 有限会社メディフェニックスコーポレーション、薬局つばめファーマシー

総合診療・老年・在宅居宅虐待への対応（在宅医療） 和田忠志: いらはら診療所 在宅医療部

総合診療・老年・在宅高齢者住宅、老人ホームの在宅医療 苛原実: いらはら診療所

総合診療・老年・在宅離島の在宅医療 泰川恵吾: ドクターゴン診療所

総合診療・老年・在宅BPSDへの対応（在宅医療） 木之下 徹: こだまクリニック

総合診療・老年・在宅
在宅医療の夜間緊急往診の事例とそ

の対処方法
和田忠志: いらはら診療所 在宅医療部

総合診療・老年・在宅
家族からよく聞かれる質問とその答

え（含む家族の精神的ケア）
和田忠志: いらはら診療所 在宅医療部

総合診療・老年・在宅
ケアマネからよく聞かれる質問とそ

の答え例
梶原厚子: 医療財団法人はるたか会

総合診療・老年・在宅
訪問看護師からよく聞かれる質問と

その答え例
竹森志穂: 聖路加国際大学大学院 看護学研究科

総合診療・老年・在宅
医療ソーシャルワーカーからよく聞

かれる質問とその答え例
田村里子: 一般社団法人 WITH医療福祉実践研究所 がん・緩和ケア部

総合診療・老年・在宅
ケアマネとのコミュニケーション、

他のサービスなど紹介の良い事例
荒井康之: 生きいき診療所・ゆうき

総合診療・老年・在宅
訪問看護ステーションとのコミュニ

ケーションの良い事例
竹森志穂: 聖路加国際大学大学院 看護学研究科

総合診療・老年・在宅
リハビリテーションスタッフとの連

携（在宅医療）
田中久美子: 北島病院 リハビリテーション部

総合診療・老年・在宅在宅医療と医療保険、介護保険 小松裕和: 佐久総合病院 地域ケア科

総合診療・老年・在宅独居患者の看取り 小笠原文雄: 医療法人 聖徳会 小笠原内科・岐阜在宅ケアクリニック

総合診療・老年・在宅授乳婦への薬物投与
西村あや子: 北海道大学病院 薬剤部

鈴木小夜: 慶應義塾大学 薬学部

総合診療・老年・在宅サプリメント（ミネラル） 五十嵐博: 武蔵国分寺公園クリニック

総合診療・老年・在宅
サプリメント（ミネラルとビタミン

以外）
青島周一: 医療法人社団 徳仁会 中野病院

総合診療・老年・在宅
周術期マネジメント/周術期内科コン

サルト
加藤良太朗: 板橋中央総合病院 総合診療科
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総合診療・老年・在宅フレイル・サルコペニア 関口健二: 信州大学医学部附属病院　総合診療科

総合診療・老年・在宅Advance Care Planning 許智栄: 神戸市立医療センター中央市民病院 救急科

総合診療・老年・在宅老年症候群 狩野惠彦: 厚生連高岡病院 総合診療科・感染症内科

総合診療・老年・在宅漢方薬のエビデンス 新井一郎: 日本薬科大学 薬学部

総合診療・老年・在宅高齢者のがん治療 水谷友紀: 杏林大学医学部 総合医療学/腫瘍内科学

眼科 感染性結膜炎 中川尚: 徳島診療所 眼科

眼科

非感染性結膜炎（アレルギー性結膜

疾患、春季カタル、巨大乳頭結膜炎

を含む）

高村悦子: 東京女子医科大学 医学部眼科学講座

眼科 感染性眼内炎 薄井紀夫: 総合新川橋病院 眼科

眼科 ぶどう膜炎 坂井潤一: 東京医科大学 眼科学

眼科 眼底出血 飯島裕幸: 山梨大学医学部眼科学教室

眼科 眼外傷 妹尾 正: 獨協医科大学 眼科学教室

眼科 眼科救急疾患 山川良治: 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院眼科

眼科 角膜炎 松本光希: くまもと森都総合病院 眼科

眼科 ベーチェット病(眼科) 園田康平: 九州大学大学院医学研究院眼科学分野

眼科 サルコイドーシス(眼科） 南場研一: 北海道大学 眼科学分野

眼科
緑内障(急性閉塞隅角緑内障、続発緑

内障を除く)
相原　一: 東京大学 眼科

眼科 白内障 江口秀一郎: 江口眼科病院

眼科 網膜剝離 平田 憲: 林眼科病院

眼科 糖尿病網膜症
善本三和子: 東京逓信病院眼科

加藤 聡: 東京大学大学院眼科・視覚矯正科

眼科 加齢黄斑変性 湯澤 美都子: 日本大学 視覚科学系眼科学分野

眼科 視神経炎 中尾雄三: 近畿大学医学部眼科

眼科 虚血性視神経症 中馬秀樹: 宮崎大学 感覚運動医学講座眼科

眼科 強膜炎
有賀俊英: 有賀眼科医院

北市伸義: 北海道医療大学病院眼科

眼科 眼窩炎症疾患(眼窩蜂巣炎を含む) 久保田敏信: 国立病院機構名古屋医療センター 眼科

眼科 急性閉塞隅角緑内障 栗本康夫: 神戸市立神戸アイセンター病院

眼科 眼瞼けいれん 若倉雅登: 井上眼科病院

眼科 Vogt-小柳-原田病 岩橋千春: 近畿大学病院 眼科

眼科 中心性漿液性脈絡網膜症 石龍鉄樹: 福島県立医科大学医学部眼科学講座

眼科 続発緑内障
岩尾圭一郎: 健軍桜木眼科

稲谷 大: 福井大学医学部眼科学教室

眼科 視力低下 高木均: 聖マリアンナ医科大学病院

眼科 眼瞼下垂 野田実香: 慶應義塾大学病院 眼科

眼科 眼の痛み 喜多美穂里: 京都医療センター眼科

眼科 ドライアイ 横井則彦: 京都府立医大病院 眼科

眼科 眼脂 秦野寛: ルミネはたの眼科

眼科 流涙 永原 幸: 国立国際医療研究センター病院 眼科

眼科 複視 三村治: 兵庫医科大学 眼科学教室

眼科 斜視 木村亜紀子: 兵庫医科大学眼科学教室

眼科 視野異常
松本長太: 近畿大学医学部 眼科学教室

江浦真理子: 近畿大学医学部 眼科学教室

眼科 飛蚊症 北岡隆: 長崎大学 医療科学専攻展開医療科学講座眼科・視覚科学教室

眼科 眼球突出 大野新一郎: ほしあい眼科

眼科 眼精疲労 渥美一成: セントラルアイクリニック

眼科 瞳孔異常 石川均: 北里大学医療衛生学部視覚機能療法学

眼科 眼内腫瘤 後藤浩: 東京医科大学病院

眼科 眼筋麻痺 大平明彦: 若葉眼科病院

眼科 眼窩内異常 高村 浩: 公立置賜総合病院 眼科

眼科 視神経乳頭腫脹 柏井聡: 愛知淑徳大学 健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻

眼科 屈折異常 梶田雅義: 梶田眼科

眼科 結膜の充血 松井淑江: 京都桂病院 眼科

眼科 視神経脊髄炎 毛塚剛司: 毛塚眼科医院

眼科 麦粒腫 小幡博人: 埼玉医科大学総合医療センター眼科

耳鼻咽喉科 鼻汁 桐ケ谷大淳: 日南市立中部病院

耳鼻咽喉科 咽頭痛 名郷直樹: 武蔵国分寺公園クリニック

耳鼻咽喉科 外耳炎・外耳道湿疹 小川洋: 福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 外耳道異物 小川洋: 福島県立医科大学会津医療センター耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 先天性耳瘻孔 奥野妙子: 三井記念病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 先天性外耳道閉鎖症
武市紀人: しのろ耳鼻咽喉科クリニック

福田諭: 北海道医療大学病院　耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 急性中耳炎 上出洋介: かみで耳鼻咽喉科クリニック

耳鼻咽喉科 急性乳突洞炎・乳様突起炎 山本裕: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

耳鼻咽喉科 慢性中耳炎 阪上雅史: 兵庫医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 真珠腫性中耳炎、癒着性中耳炎 小島博己: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 滲出性中耳炎・好酸球性中耳炎 飯野ゆき子: 東京北医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 航空性中耳炎 山口展正: 山口内科耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
耳管機能不全（耳管開放症、耳管狭

窄症）
小林俊光: 仙塩利府病院 耳科手術センター

耳鼻咽喉科 耳硬化症 東野哲也: 宮崎大学 感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学教室

耳鼻咽喉科 先天性耳小骨奇形 田中康広: 獨協医科大学越谷病院耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
突発性難聴、低音障害型感音難聴、

外リンパ瘻
小川郁: 慶應義塾大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 良性発作性頭位めまい症 肥塚泉: 聖マリアンナ医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 メニエール病 石井正則: JCHO（ジェイコー）東京新宿メディカルセンター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 前庭神経炎 鈴木光也: 東邦大学医学部耳鼻咽喉科学講座（佐倉）
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耳鼻咽喉科 老人性難聴 山岨達也: 東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科

耳鼻咽喉科 音響外傷、騒音性難聴 和田哲郎: 筑波大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
先天性難聴（遺伝子変異による難聴

など）
宇佐美真一: 信州大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
後天性難聴（薬剤性難聴、ウイルス

感染による難聴）
中島務: 一宮医療療育センター

耳鼻咽喉科 心因性難聴 野口佳裕: 国際医療福祉大学 医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

耳鼻咽喉科
顔面神経麻痺（Bell麻痺、Hunt症候

群:耳性帯状疱疹）
村上信五: 名古屋市立大学付属東部医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 聴神経腫瘍 井上泰宏: 耳鼻咽喉科いのうえクリニック院長

耳鼻咽喉科 アレルギー性鼻炎 藤枝重治: 福井大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

耳鼻咽喉科 鼻中隔彎曲症 大櫛哲史: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 急性副鼻腔炎 鈴木賢二: 医療法人尚徳会 ヨナハ総合病院

耳鼻咽喉科 慢性副鼻腔炎(鼻茸の治療含む） 浅香大也: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 好酸球性副鼻腔炎 春名眞一: 獨協医科大学 耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 副鼻腔真菌症 竹野幸夫: 広島大学大学院 耳鼻咽喉科学・頭頸部外科学

耳鼻咽喉科 副鼻腔嚢胞 柳清: 聖路加国際病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 歯性上顎洞炎・歯原性嚢胞
飯村慈朗: 東京歯科大学市川総合病院 耳鼻咽喉科

中島庸也: 東京歯科大学市川総合病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 鼻性髄液漏 松脇由典: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 口内炎・舌炎・口腔潰瘍 櫻井一生: 藤田医科大学病院 耳鼻咽喉科・気管食道科

耳鼻咽喉科 咽喉頭炎 余田敬子: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
急性扁桃炎・慢性扁桃炎・扁桃周囲

炎・扁桃周囲膿瘍

鈴木正志: 大分大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

渡辺 哲生: 大分大学医学部 耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 急性喉頭蓋炎・喉頭浮腫 中島 寅彦: 国立病院機構 九州医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 深頸部膿瘍・咽後膿瘍 波多野篤: はたのクリニック

耳鼻咽喉科
声帯ポリープ・ポリープ様声帯・声

帯結節・喉頭肉芽腫

露無松里: 東京歯科大学附属市川総合病院

部坂弘彦: 部坂耳鼻咽喉科医院

耳鼻咽喉科 喉頭麻痺 湯本英二: 朝日野総合病院　耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 睡眠時無呼吸症候群 千葉伸太郎: 太田総合病院

耳鼻咽喉科
小児の咽喉頭異物・成人の咽喉頭異

物
福田智美: 東京慈恵会医科大学附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 食道異物・気管異物 平林秀樹: 獨協医科大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 外耳・中耳腫瘍・グロームス腫瘍 角田篤信: 順天堂大学 耳鼻咽喉・頭頸科

耳鼻咽喉科
鼻・副鼻腔腫瘍（乳頭腫・血管腫・

癌・嗅神経芽細胞腫）
土井清司: 日本赤十字社 神戸赤十字病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 舌・口腔悪性腫瘍 三谷浩樹: がん研有明病院 頭頸科

耳鼻咽喉科 上咽頭腫瘍 吉崎智一: 金沢大学附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 喉頭腫瘍（白斑症、乳頭腫、癌） 塩谷彰浩: 防衛医科大学校 耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 唾液腺腫瘍 吉原俊雄: 東都文京病院　耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 甲状腺腫瘍 三宅成智: 独立行政法人 労働者安全機構 山陰労災病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 頸部嚢胞性疾患 峯田周幸: 浜松医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 副咽頭間隙腫瘍 加藤孝邦: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 外傷性鼓膜穿孔・耳小骨損傷
渡辺知緒: 山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

欠畑誠治: 山形大学医学部耳鼻咽喉・頭頸部外科学講座

耳鼻咽喉科 側頭骨骨折・外傷性耳性髄液漏 山本裕: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科学教室

耳鼻咽喉科 耳介血腫
堤内亮博: 国立国際医療研究センター 耳鼻いんこう科

池園哲郎: 埼玉医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 顔面骨骨折 加瀬康弘: 埼玉医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 鼻骨骨折・眼窩壁骨折 鴻信義: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 外傷性視神経損傷 松脇由典: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 喉頭・気管外傷 梅野博仁: 久留米大学病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 耳痛 大島猛史: 日本大学耳鼻咽喉・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 耳鳴 谷口雄一郎: 聖マリアンナ医科大学附属病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 耳閉感 須納瀬弘: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 耳漏・耳出血 須納瀬弘: 東京女子医科大学 東医療センター 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 嗅覚障害 三輪高喜: 金沢医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 鼻出血 竹内裕美: 鳥取大学医学部感覚運動医学講座耳鼻咽喉・頭頸部外科学分野

耳鼻咽喉科 鼻閉 岡野光博: 国際医療福祉大学医学部 耳鼻咽喉科学

耳鼻咽喉科 くしゃみ

野中 学: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

瀬尾友佳子: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

山村幸江: 東京女子医科大学病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 鼻漏（膿性、水様性）、後鼻漏 吉川衛: 東邦大学医療センター大橋病院 耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 咽頭痛・嚥下痛 三枝英人: 東京女子医科大学八千代医療センター耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 咽喉頭異常感 内藤健晴: 藤田医科大学医学部 耳鼻咽喉科学教室

耳鼻咽喉科
アデノイド肥大・扁桃の異常(扁桃肥

大含む)
林達哉: 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 いびき 佐藤公則: 久留米大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座

耳鼻咽喉科 嗄声・発声障害 平野滋: 京都大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 構音障害 二藤隆春: 東京大学 耳鼻咽喉科・聴覚音声外科

耳鼻咽喉科
唾液腺腫脹（耳下腺炎・顎下腺炎・I

gG4関連疾患の治療含む）

高野賢一: 札幌医科大学耳鼻咽喉科学講座

氷見徹夫: 札幌禎心会病院

耳鼻咽喉科 軟部好酸球肉芽腫（木村病） 齊藤孝夫: 同愛記念病院 耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科 小児の反復性耳下腺炎 松原篤: 弘前大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科学講座

耳鼻咽喉科 中咽頭悪性腫瘍 朝蔭孝宏: 東京医科歯科大学 頭頸部外科

耳鼻咽喉科 下咽頭悪性腫瘍
篠﨑剛: 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

林隆一: 国立がん研究センター東病院 頭頸部外科

耳鼻咽喉科 難聴
小島博己: 東京慈恵会医科大学 耳鼻咽喉科

小森学: 東京慈恵会医科大学附属第三病院　耳鼻咽喉科
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耳鼻咽喉科 鼻性NK/T細胞リンパ腫 原渕保明: 旭川医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

耳鼻咽喉科 サーファーズイヤー
武市紀人: しのろ耳鼻咽喉科クリニック

福田諭: 北海道医療大学病院　耳鼻咽喉科

整形 背部痛(back pain)
松本聡子: 北海道せき損センター

須田浩太: 北海道せき損センター

整形 転移性骨腫瘍 末松篤樹: 名古屋第二赤十字病院 総合内科

整形 単関節痛・単関節炎 綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

整形 多関節痛・多関節炎 綿貫聡: 東京都立多摩総合医療センター 救急総合診療センター

整形
頚部痛、上肢痛、肩こり（診察手順

含む）

海渡貴司: 大阪大学大学院医学系研究科 器官制御外科学

米延策雄: 大阪行岡医療大学 医療学部理学療法学科

整形 肩関節の痛みと運動障害 玉井和哉: 東都文京病院整形外科

整形 肩腱板断裂 菅谷啓之: 東京スポーツ＆整形外科クリニック

整形 インピンジメント症候群 能瀬宏行: 横浜市立みなと赤十字病院 整形外科

整形 肩関節脱臼 望月由: 県立広島病院 整形外科

整形 野球肩
米田稔: 日本医科大学 整形外科学

山田真一: JCHO星ヶ丘医療センター 整形外科

整形 胸郭出口症候群 北村歳男: 熊本整形外科病院

整形 頚肩腕症候群 遠藤健司: 東京医科大学 整形外科分野

整形 肩鎖関節脱臼
西中直也: 昭和大学スポーツ運動科学研究所/昭和大学藤が丘病院整形外科

筒井廣明: 昭和大学藤が丘病院整形外科/昭和大学藤が丘リハビリテーション病院スポーツ整形外科

整形 石灰沈着性滑液包炎 高岸憲二: 群馬大学名誉教授／佐田厚生会佐田病院

整形 鎖骨骨折
小林 誠: 横浜労災病院運動器外傷センター

: 

整形 肘関節痛 金谷 文則: 琉球大学 整形外科学講座

整形 肘頭滑液包炎 高瀬勝己: 東京医科大学 整形外科

整形 肘部管症候群 尼子雅敏: 防衛医科大学校病院　リハビリテーション部

整形 肘内障 中川種史: 医療法人社団中川整形外科

整形 変形性肘関節症 坪川直人: 新潟手の外科研究所

整形 リウマチ肘 水関隆也: 広島県立障害者リハビリテーションセンター

整形 テニス肘、上腕骨外側上顆炎 新井猛: 聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座

整形 野球肘、離断性骨軟骨炎 松浦哲也: 徳島大学医学部運動機能外科学

整形 肘関節靱帯損傷
藤岡 宏幸: 兵庫医療大学 リハビリテーション学部

田中 寿一: 荻原整形外科病院 手外科・スポーツ傷害治療センター

整形 上腕骨顆上骨折 都丸洋平: 千葉こどもとおとなの整形外科

整形 上腕骨外側顆骨折 川崎恵吉: 昭和大学医学部整形外科学講座

整形 上腕骨内側上顆骨折 田崎憲一: 荻窪病院 整形外科・手の外科

整形 肘頭骨折 今谷潤也: 岡山済生会総合病院

整形 橈骨頭骨折、橈骨頚部骨折 南野光彦: 日本医科大学 整形外科

整形 Monteggia脱臼骨折 西浦康正: 筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター

整形 Galeazzi脱臼骨折 森友寿夫: 大阪行岡医療大学 行岡病院手外科センター

整形 手指の骨折、脱臼、ボクサー骨折 長岡正宏: 駿河台日本大学病院 整形外科

整形 舟状骨骨折 池田和夫: 金沢医療センター整形外科

整形 橈骨遠位端骨折 長田伝重: 獨協医科大学 日光医療センター整形外科

整形
手の腱鞘炎、ばね指、ドケルバン腱

鞘炎
堀内行雄: 慶友整形外科病院

整形 感染性（化膿性、結核性）腱鞘炎 有野浩司: 国立病院機構東京医療センター　整形外科

整形 槌指変形 山中一良: 済生会神奈川県病院 整形外科

整形 手の先天異常 福本恵三: 埼玉慈恵病院 埼玉手外科マイクロサージャリー研究所

整形 手関節周辺の疼痛
本宮真: JA北海道厚生連帯広厚生病院 整形外科 手外科センター

岩崎倫政: 北海道大学 整形外科

整形 TFCC損傷 中村俊康: 国際医療福祉大学臨床医学研究センター

整形 手指の変形、ヘバーデン結節 稲垣克記: 昭和大学 整形外科

整形 母指CM関節症 酒井昭典: 産業医科大学 整形外科学教室

整形 手根管症候群 原友紀: 筑波大学 整形外科

整形 尺骨神経管（ギオン管）症候群 信田進吾: 東北労災病院 整形外科

整形 指屈筋腱損傷 大井宏之: 聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター

整形 伸筋腱損傷 成澤弘子: 新潟手の外科研究所

整形 デュピュイトラン拘縮
平田仁: 名古屋大学 手の外科

岩月克之: 名古屋大学 手の外科

整形 手の腫瘤、ガングリオン 藤　哲: 国立病院機構 弘前病院 特別統括病院長

整形 キーンベック病 砂川融: 広島大学

整形 プライサー病 佐藤和毅: 慶應義塾大学医学部 スポーツ医学総合センター

整形 リウマチ手 石川肇: 新潟県立リウマチセンター

整形 肋骨骨折 西野衆文: 筑波大学付属病院　整形外科

整形 姿勢異常
稲見聡: 獨協医科大学 医学科整形外科学

野原裕: 獨協医科大学 医学科整形外科学

整形 間欠跛行 紺野愼一: 福島県立医科大学 整形外科学講座

整形 腕神経叢損傷、分娩麻痺 田尻康人: 東京都立広尾病院 整形外科

整形

回内筋症候群、前骨間神経麻痺、回

外筋症候群、後骨間神経麻痺、Wart

enberg症候群

根本孝一: 医療法人永仁会 入間ハート病院

整形 脳性麻痺 福岡真二: 福岡県立粕屋新光園

整形 運動器骨軟部の腫瘍、腫瘤
岩本幸英: 九州大学 整形外科学教室

松本嘉寛: 九州大学 整形外科学教室

整形 CRPS(複合性局所疼痛症候群) 三上容司: 横浜労災病院 整形外科

整形 ロコモティブシンドローム 大江隆史: NTT関東病院整形外科

整形 歩容異常
田中栄: 東京大学 整形外科・脊椎外科

藤原清香: 東京大学医学部附属病院リハビリテーション科
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整形 骨軟部の腫脹
河野博隆: 帝京大学医学部整形外科学講座

今西淳悟: 帝京大学医学部整形外科学講座

整形
頚椎捻挫（外傷性頚部症候群: 

WAD）、脳脊髄液漏出症
小谷善久: 関西医科大学総合医療センター 整形外科

整形 頚椎椎間板ヘルニア 佐藤哲朗: 仙台整形外科病院

整形 腰椎椎間板ヘルニア
射場英明: 川崎医科大学 脊椎・災害整形外科学教室

中西一夫: 川崎医科大学 脊椎・災害整形外科学教室

整形 坐骨神経痛 矢吹省司: 福島県立医科大学 整形外科

整形 頚椎症性脊髄症 木村敦: 自治医科大学 整形外科

整形 頚部神経根症 田中靖久: 公立学校共済組合東北中央病院

整形 腰部脊柱管狭窄症
橋爪洋: 和歌山県立医科大学 保健看護学部病態学・医学部整形外科学講座 兼務

吉田宗人: 社会医療法人スミヤ 角谷整形外科病院院長・和歌山県立医科大学名誉教授

整形 脊柱側弯症 伊東 学: 国立病院機構北海道医療センター

整形 脊椎分離症、脊椎分離すべり症
酒井紀典: 徳島大学整形外科

西良浩一: 徳島大学整形外科

整形 馬尾腫瘍 小澤浩司: 東北医科薬科大学医学部整形外科学

整形 後縦靱帯骨化症（頚椎および胸椎） 岩﨑幹季: 大阪労災病院整形外科

整形 脊髄損傷
松本聡子: 北海道せき損センター

須田浩太: 北海道せき損センター

整形 化膿性脊椎炎、脊椎カリエス 大鳥精司: 千葉大学

整形 転移性脊椎腫瘍 村上英樹: 名古屋市立大学病院　整形外科

整形 骨粗鬆症性脊椎椎体骨折
豊田宏光: 大阪市立大学 整形外科学

中村博亮: 大阪市立大学 整形外科学

整形 透析性脊椎症 久野木順一: 日本赤十字社医療センター 整形外科

整形 下肢症状を伴う腰痛 西田康太郎: 琉球大学大学院 医学研究科 整形外科学講座

整形 急性腰痛症（治療含む） 松平　浩: 東京大学医学部附属病院22世紀医療センター

整形 斜頚 松原光宏: 長野県立こども病院 整形外科

整形 上位頚椎の病変
古矢丈雄: 千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学

山崎正志: 筑波大学 医学医療系 整形外科

整形 慢性腰痛（治療含む） 二階堂琢也: 福島県立医科大学 整形外科学講座

整形 原発性脊椎腫瘍 播广谷勝三: 九州大学 整形外科

整形 腰椎変性すべり症 竹下克志: 自治医科大学整形外科

整形 脊髄腫瘍
名越慈人: 慶應義塾大学 整形外科

中村雅也: 慶應義塾大学 整形外科

整形 頚椎リウマチ病変 根尾昌志: 大阪医科大学 整形外科

整形 頚椎症性筋萎縮症 永田見生: 久留米大学 学長

整形
脊髄血管病変（脊髄動静脈奇形、硬

膜外・硬膜下血腫、など）
中村 元: 大阪大学医学部 脳神経外科

整形 脊髄空洞症 平野徹: 新潟大学医歯学総合病院 整形外科

整形 脊柱変形
稲見聡: 獨協医科大学 医学科整形外科学

野原裕: 獨協医科大学 医学科整形外科学

整形 脊椎外傷、骨折 湯川泰紹: 名古屋共立病院 脊髄・脊髄外科センター

整形 変形性股関節症 青田恵郎: 福島県立医科大学

整形 大腿骨頭すべり症
森田光明: 千葉こどもとおとなの整形外科

亀ヶ谷真琴: 千葉こどもとおとなの整形外科

整形 大腿骨頭壊死 香月一朗: 福岡志恩病院 整形外科

整形 ペルテス病 薩摩眞一: 兵庫県立こども病院 整形外科

整形 単純性股関節炎 扇谷浩文: おおぎや整形外科

整形
大腿骨頚部骨折(大腿骨頚部内側骨折

)
加来信広: 大分大学医学部整形外科学

整形 大腿骨転子部骨折 福田文雄: 北九州総合病院 整形外科

整形 脚長不等 髙村和幸: 福岡市立こども病院 ・感染症センター

整形 跛行 芳賀信彦: 東京大学 リハビリテーション科

整形 股関節痛（診察手順含む） 岡野徹: 山陰労災病院整形外科 整形外科部長、副院長

整形 人工股関節置換術後の大腿骨骨折 伊藤浩: 旭川医科大学 整形外科学講座

整形 大腿骨寛骨臼インピンジメント 星野裕信: 浜松医科大学 整形外科

整形 股関節唇損傷 内田宗志: 産業医科大学 整形外科

整形 乳児化膿性股関節炎
稲葉裕: 横浜市立大学 整形外科

齋藤知行: 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター

整形 寛骨臼（臼蓋）形成不全症 中村茂: 帝京大学医学部附属溝口病院 整形外科

整形 オスグッド・シュラッター病
津田英一: 弘前大学大学院医学研究科リハビリテーション医学講座

石橋恭之: 弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

整形 Baker嚢腫 安達伸生: 広島大学大学院 整形外科

整形 変形性膝関節症 格谷義徳: 阪和第二泉北病院 阪和人工関節センター

整形 膝関節靱帯損傷 前達雄: 大阪大学　運動器スポーツバイオメカニクス学講座、共同研究講座

整形 ジャンパー膝 高橋周: 東あおば整形外科

整形
中高年者の膝関節痛（診察手順含む

）
眞島任史: 日本医科大学付属病院 整形外科

整形 人工膝関節置換術後の大腿骨骨折 松村福広: 自治医科大学 整形外科

整形 半月損傷 堀部秀二: 大阪府立大学 総合リハビリテーション学研究科

整形 膝関節腫脹 王寺享弘: 福岡整形外科病院

整形 膝蓋軟骨軟化症 大森豪: 新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科

整形 アキレス腱断裂 日尾有宏: 東前橋整形外科病院 足の外科センター

整形 後脛骨筋腱機能不全 木下光雄: 西宮協立脳神経外科病院

整形 Morton神経腫
須田康文: 国際医療福祉大学塩谷病院

井口傑: 井口医院

整形 外反母趾 田中康仁: 奈良県立医科大学 整形外科

整形 足関節捻挫 佐藤雅人: 佐藤整形外科
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整形 足底腱膜炎 大関覚: 獨協医科大学越谷病院 整形外科

整形 足部痛（診察手順含む） 山本晴康: 千葉・柏リハビリテーション病院

整形 内反足 野村茂治: 野村整形外科

整形 アキレス腱症・周囲炎 熊井司: 早稲田大学スポーツ科学学術院

整形 突き指 山中一良: 済生会神奈川県病院 整形外科

整形 偽痛風 桃原茂樹: 医療法人社団博恵会 草薙整形外科リウマチクリニック

整形 肩関節周囲炎（凍結肩）
玉井和哉: 東都文京病院整形外科

吉川勝久: 獨協医科大学 整形外科学教室

整形 肉離れ 奥脇透: 国立スポーツ科学センター

精神 心臓神経症 稲光哲明: にゅうわ会及川病院 心療内科

精神 統合失調症 鈴木健文: 山梨大学医学部 精神神経医学講座

精神 抗精神病薬の副作用のマネジメント 竹内啓善: 慶應義塾大学医学部　精神・神経科学教室

精神 双極性障害 寺尾 岳: 大分大学

精神 うつ病 尾鷲登志美: 牧田総合病院 精神科

精神 パニック障害 塩入俊樹: 岐阜大学大学院医学系研究科神経統御学講座

精神 全般性不安障害/全般不安症 越野　好文: 医療法人社団澄鈴会 アイリス メディカル クリニック

精神 適応障害 白波瀬丈一郎: 慶應義塾大学

精神 解離性障害 吉益晴夫: 埼玉医科大学総合医療センター

精神 社交不安障害 松永寿人: 兵庫医科大学 精神科

精神 強迫性障害（強迫症） 松永寿人: 兵庫医科大学 精神科

精神 身体化障害 吉邨善孝: 川崎西口心療クリニック

精神
心的外傷後ストレス障害・急性スト

レス障害
飛鳥井望: 医療法人社団青山会青木病院/公益財団法人東京都医学総合研究所

精神 疼痛性障害 石田康: 宮崎大学 精神医学教室

精神 摂食障害 西園マーハ文: 明治学院大学心理学部心理学科

精神 不眠を呈する睡眠障害 内山真: 東京足立病院・日本大学医学部精神医学系

精神
境界性パーソナリティ障害／ボーダ

ーラインパターン
平島奈津子: 国際医療福祉大学三田病院 精神科

精神 アルコール依存症
吉村 淳: 東北医科薬科大学 精神科学教室

樋口 進: 国立病院機構 久里浜医療センター

精神 薬物依存 成瀬暢也: 埼玉県立精神医療センター

精神
発達障害（自閉スペクトラム症・AD

HD)
岡田俊: 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所

精神 せん妄 中村純: 産業医科大学 名誉教授

精神 希死念慮
宮本浩司: 帝京大学溝口病院 精神科、高津心音メンタルクリニック

張賢徳: 帝京大学溝口病院 精神科、医療法人社団清愛会 七生病院

精神 不眠 尾田琢也: 松尾小児科医院

精神 過眠症 伊藤裕司: 中東遠総合医療センター 総合内科

精神 日中の眠気 黒田浩一: 亀田総合病院 感染症科

精神 抗うつ薬・気分安定薬の副作用 渡辺雅幸: 医療法人 式場病院

皮膚 アトピー性皮膚炎 加藤則人: 京都府立医科大学 皮膚科学

皮膚 じんま疹
秀 道広: 広島市民病院病院長／広島大学病院特別顧問・客員教授

高萩俊輔: 広島大学 大学院医系科学研究科 皮膚科学

皮膚 褥瘡 立花隆夫: 大阪赤十字病院 皮膚科

皮膚 痤瘡 谷岡未樹: 谷岡皮フ科クリニック

皮膚 顔面紅斑 衛藤光: 聖路加国際病院 皮膚科

皮膚 顔面色素性病変 船坂陽子: 日本医科大学 皮膚科

皮膚 紫斑 川名誠司: 医療法人社団岩崎記念会　東横皮膚科・アレルギー科

皮膚 水疱 山上淳: 東京女子医科大学皮膚科

皮膚 膿疱 山上淳: 東京女子医科大学皮膚科

皮膚 掌蹠の角化 高橋健造: 琉球大学 皮膚科

皮膚 白斑 谷岡未樹: 谷岡皮フ科クリニック

皮膚 皮膚硬化 長谷川稔: 福井大学 皮膚科学教室

皮膚 脱毛 下村裕: 山口大学 皮膚科学講座

皮膚 多毛 乾重樹: 大阪大学 皮膚・毛髪再生医学

皮膚 外陰部潰瘍 清島真理子: 朝日大学病院皮膚科教授/岐阜大学名誉教授

皮膚 下腿潰瘍 末木博彦: 昭和大学医学部 皮膚科学講座

皮膚 口腔内びらん 谷崎英昭: 京都大学 皮膚生命科学講座

皮膚 黒色腫瘍 竹中秀也: 京都市立病院　皮膚科

皮膚 爪の異常 東禹彦: 東皮フ科医院

皮膚 湿疹のみかた 戸倉新樹: 掛川市・袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター　参与/浜松医科大学 名誉教授

皮膚 フケ(頭皮鱗屑） 今井康友: 兵庫医科大学病院 皮膚科

皮膚 痛みのある皮膚疾患 安部正敏: 医療法人社団廣仁会札幌皮膚科クリニック

皮膚 発熱を伴う皮膚疾患 谷崎英昭: 京都大学 皮膚生命科学講座

皮膚 皮膚瘙痒症（皮疹のない痒み） 生駒晃彦: マルホ株式会社

皮膚 接触皮膚炎 高山かおる: 済生会川口総合病院　皮膚科

皮膚 脂漏性湿疹 五十嵐敦之: NTT東日本関東病院 皮膚科

皮膚 汗疱状湿疹（異汗性湿疹、汗疱） 足立厚子: 兵庫県立加古川医療センター 皮膚科

皮膚 鬱滞性皮膚炎 藤澤章弘: ふじさわ皮膚科クリニック

皮膚 皮脂欠乏性皮膚炎 中村晃一郎: 埼玉医科大学病院 皮膚科

皮膚 自家感作性皮膚炎 加藤則人: 京都府立医科大学 皮膚科学

皮膚 貨幣状湿疹 須藤一: 順天堂大学 皮膚科学講座

皮膚 手湿疹 矢上晶子: 藤田医科大学 皮膚科学講座

皮膚 おむつかぶれ 新関寛徳: 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部皮膚科

皮膚 痒疹 横関博雄: 東京医科歯科大学 皮膚科学分野

皮膚 多形滲出性紅斑 藤山俊晴: 浜松医科大学 皮膚科学講座

皮膚 結節性紅斑 遠藤雄一郎: 京都大学 皮膚生命科学講座（皮膚科学分野）

皮膚 環状紅斑 谷川瑛子: 慶應義塾大学 皮膚科学教室
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皮膚 IgA血管炎 陳科榮: 目黒陳皮膚科クリニック

皮膚

皮膚動脈炎（旧名 

皮膚型結節性多発動脈炎）（壊死性

血管炎が皮膚に起こった場合）

川上民裕: 東北医科薬科大学医学部皮膚科学教室

皮膚 糖尿病性皮膚潰瘍（糖尿病足病変） 中西健史: 明治国際医療大学　臨床医学講座　外科学ユニット　皮膚科

皮膚 重症薬疹(SJS,TEN DIHS) 阿部理一郎: 新潟大学大学院 医歯学総合研究科

皮膚 固定薬疹 塩原哲夫: 杏林大学 皮膚科学分野

皮膚 丘疹紅斑型薬疹 寺木祐一: 埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科

皮膚 光線過敏症 川田暁: 近畿大学 皮膚科学

皮膚 鶏眼・胼胝 立花隆夫: 大阪赤十字病院 皮膚科

皮膚 掌蹠膿疱症 村上正基: 愛媛大学大学院医学系研究科　皮膚科学

皮膚 好酸球性膿疱性毛包炎 椛島健治: 京都大学 皮膚生命科学講座

皮膚 魚鱗癬 山本明美: 旭川医科大学 皮膚科学講座

皮膚 乾癬 馬渕智生: 東海大学医学部専門診療学系皮膚科学

皮膚 ジベルばら色粃糠疹 多田弥生: 帝京大学医学部皮膚科学講座

皮膚 扁平苔癬 沖山奈緒子: 筑波大学附属病院 皮膚科

皮膚 帯状疱疹（皮膚科） 渡邉大輔: 愛知医科大学 皮膚科学講座

皮膚 梅毒（皮膚科） 松尾光馬: 東京慈恵会医科大学 皮膚科学講座

皮膚 粉瘤 是枝哲: これえだ皮フ科医院

皮膚 脂漏性角化症 門野岳史: 聖マリアンナ医科大学 皮膚科

皮膚 血管腫・脈管奇形/脈管形成異常 倉持　朗: 埼玉医科大学病院 皮膚科

皮膚 日光角化症 爲政大幾: 大阪府立成人病センター 腫瘍皮膚科

皮膚 ボーエン病 清原隆宏: 関西医科大学 総合医療センター皮膚科

皮膚 基底細胞癌 門野岳史: 聖マリアンナ医科大学 皮膚科

皮膚 有棘細胞癌（扁平上皮癌） 神谷秀喜: 木沢記念病院 皮膚科/皮膚がんセンター

皮膚 悪性黒色腫
藤澤康弘: 筑波大学 医学医療系 皮膚科

田中亮多: 筑波大学 医学医療系 皮膚科

皮膚 乳房外パジェット病 吉野公二: がん・感染症センター 都立駒込病院 皮膚腫瘍科

皮膚 皮膚リンパ腫 濱田利久: 岡山大学 皮膚・粘膜・結合織分野

皮膚 脂腺母斑 竹中秀也: 京都市立病院　皮膚科

皮膚 扁平母斑 福本隆也: 福本皮フ病理診断科

皮膚 色素細胞母斑 宇原　久: 札幌医科大学医学部皮膚科学講座

皮膚 太田母斑 渡辺晋一: 帝京大学 医学科皮膚科学講座

皮膚 肝斑 渡辺晋一: 帝京大学 医学科皮膚科学講座

皮膚 老人性色素斑 田中勝: 東京女子医科大学 東医療センター皮膚科

皮膚 尋常性白斑 谷岡未樹: 谷岡皮フ科クリニック

皮膚 酒さ 山崎研志: 東北大学 （神経・感覚器病態学）皮膚科学分野

皮膚 腋臭症 嵯峨賢次: 廣仁会アリオ札幌皮膚科クリニック

皮膚 陥入爪 中道寛: 二条駅前なかみち皮膚科クリニック

皮膚 凍瘡
加倉井真樹: 加倉井皮膚科クリニック

出光俊郎: 自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科

皮膚 口腔内アフタ
出光俊郎: 自治医科大学附属さいたま医療センター皮膚科

井上多恵: さいたま赤十字病院皮膚科,

皮膚 円形脱毛症 伊藤泰介: 浜松医科大学 皮膚科学教室

皮膚 男性型脱毛症 中村元信: 産業医科大学 皮膚科学教室

皮膚 熱傷 大塚正樹: 中東遠総合医療センター皮膚科・皮膚腫瘍科

皮膚 ケロイド、肥厚性瘢痕、術後の傷跡 小川 令: 日本医科大学付属病院　形成外科・再建外科・美容外科

皮膚 口角炎 藤山俊晴: 浜松医科大学 皮膚科学講座

泌尿器 急性単純性腎盂腎炎 濵砂良一: 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 副院長 泌尿器科部長

泌尿器 尿道炎 安田 満: 札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座

泌尿器 前立腺癌 井手久満: 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科

泌尿器 前立腺肥大症 野間康央: 順天堂大学医学部付属順天堂医院

泌尿器 勃起不全 白井雅人: 順天堂大学医学部附属浦安病院　泌尿器科

泌尿器 腎結石症・尿管結石症 磯谷周治: 順天堂大学大学院

泌尿器 腎細胞癌
呉屋 真人: 中部徳洲会病院　泌尿器科

斎藤誠一: 琉球大学医学部医学科腎泌尿器外科学講座

泌尿器 性器結核(男性) 安田 満: 札幌医科大学医学部感染制御・臨床検査医学講座

泌尿器 水腎症 椎名浩昭: 島根大学 医学科泌尿器科学講座

泌尿器 遊走腎
井崎博文: 徳島県立中央病院泌尿器科

金山博臣: 徳島大学 医学科器官病態修復医学講座泌尿器科学分野

泌尿器 膀胱結石症・尿道結石
安井 孝周: 名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野

戸澤 啓一: 名古屋市立大学大学院医学研究科 医療安全管理学分野（泌尿器科）

泌尿器 膀胱炎 濵砂良一: 国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 副院長 泌尿器科部長

泌尿器 間質性膀胱炎 武井実根雄: 医療法人原三信病院 泌尿器科

泌尿器 膀胱尿管逆流 兼松明弘: 兵庫医科大学病院 泌尿器科

泌尿器 神経因性膀胱 稲留彰人: 熊本赤十字病院 泌尿器科

泌尿器 過活動膀胱 吉田正貴: 国立長寿医療研究センター 泌尿器外科

泌尿器 膀胱損傷 羽賀宣博: 福岡大学医学部　腎泌尿器外科学講座

泌尿器 前立腺炎 藤本直浩: 産業医科大学 泌尿器科学講座

泌尿器 包茎 内田洋介: 慈愛会今村病院 泌尿器科

泌尿器 尿管異所開口、尿管瘤 野口満: 佐賀大学医学部泌尿器科講座

泌尿器 尿道狭窄
三浦徳宣: 愛媛大学 泌尿器科

丹司望: 放射線第一病院 泌尿器科

泌尿器 尖圭コンジローマ（男性） 広瀬崇興: ていね泌尿器科　顧問

泌尿器 陰のう水瘤（陰のう水腫） 松岡弘文: 福岡大学 腎泌尿器外科学

泌尿器 精巣上体炎、精巣炎
福原秀雄: 高知大学 泌尿器科

井上啓史: 高知大学 泌尿器科
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泌尿器 性分化疾患（泌尿器科） 兼松明弘: 兵庫医科大学病院 泌尿器科

泌尿器 男性不妊 松田公志: 関西医科大学 泌尿器科学教室

泌尿器 血精液症
松田公志: 関西医科大学 泌尿器科学教室

井上貴昭: 原泌尿器科病院

泌尿器 陰茎腫瘍 佐藤文憲: 大分大学 医学科腎泌尿器外科学講座

泌尿器 精巣腫瘍 川喜田睦司: 神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科

泌尿器 腎血管筋脂肪腫 井川掌: 久留米大学医学部 泌尿器科

泌尿器 腎盂・尿管腫瘍 横溝晃: 医療法人 原三信病院 泌尿器科

泌尿器
精巣/陰嚢の異常(急性陰嚢痛、左右

差、萎縮など)
村雲雅志: 市立釧路総合病院 泌尿器科

泌尿器 尿道分泌物 荒川創一: 三田市民病院

泌尿器 陰茎の異常 守屋仁彦: 北海道大学 腎泌尿器外科学分野

泌尿器 性交不能症 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

泌尿器 血尿 前川道隆: 藤田医科大学ばんたね病院　腎臓内科

泌尿器 頻尿 高澤直子: 順天堂東京江東高齢者医療センター 泌尿器科

泌尿器 多尿 前川道隆: 藤田医科大学ばんたね病院　腎臓内科

泌尿器 尿失禁 高澤直子: 順天堂東京江東高齢者医療センター 泌尿器科

泌尿器 夜尿症

内藤泰行: 京都府立医科大学 泌尿器科

河内明宏: 滋賀医科大学 泌尿器科学講座

上仁数義: 滋賀医科大学 泌尿器科学講座

泌尿器 尿閉 田中博: 市立札幌病院 泌尿器科

泌尿器 性欲の低下 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

泌尿器 排尿痛 原 智: 川崎市立川崎病院 泌尿器科

泌尿器 持続勃起症 佐々木春明: 昭和大学 泌尿器科

泌尿器 排尿困難 田中博: 市立札幌病院 泌尿器科

泌尿器 膀胱癌 松山豪泰: 山口大学医学部付属病院

泌尿器 尿道損傷(自己抜去の対応含む） 野村威雄: 中村病院 泌尿器科

泌尿器 停留精巣 渡邉仁人: 関西医科大学枚方病院 腎泌尿器外科

泌尿器 精巣捻転症（精索捻転症） 渡邉仁人: 関西医科大学枚方病院 腎泌尿器外科

泌尿器 出血性膀胱炎 山根隆史: 医療法人浩明会 生駒泌尿器科

口腔外科 味覚障害（口腔外科） 澤田真人: 本山デンタルクリニック

口腔外科 口腔乾燥症 砂川正隆: 昭和大学医学部生理学講座

口腔外科 口唇口蓋裂
西條英人: 東京大学　医学部　口腔顎顔面外科学／東京大学医学部附属病院　口唇口蓋裂センター

髙戸毅: JR東京総合病院　病院長／東京大学　名誉教授

口腔外科 顎変形症 古賀陽子: 東京医科大学 医学部 口腔外科学分野

口腔外科 歯牙破折・脱臼 古森孝英: 神戸大学 口腔外科学分野

口腔外科 顎関節症 依田哲也: 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 顎顔面外科学分野

口腔外科 口腔の粘膜病変 金子忠良: 日本大学歯学部口腔外科学第Ⅱ講座

口腔外科 舌癌 里見貴史: 日本歯科大学 生命歯学部口腔外科学講座

口腔外科 摂食・嚥下障害（口腔外科） 高橋浩二: 昭和大学 口腔リハビリテーション科

口腔外科 薬剤投与と顎骨壊死 松尾朗: 東京医科大学 口腔外科学講座

口腔外科 舌痛症 豊福 明: 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科歯科心身医学分野

口腔外科
がん薬物療法による口腔有害事象と

口腔機能管理（口腔ケア）
上野尚雄: 国立がん研究センター中央病院

口腔外科
全身疾患をもった患者の小外科手術

（抜歯など）
津山泰彦: 三井記念病院 歯科・歯科口腔外科

口腔外科 歯周病（歯肉炎・歯周炎） 中川種昭: 慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室

口腔外科 口内炎（舌炎、アフタなど） 引地尚子: 公立大学法人九州歯科大学歯学部

口腔外科 口臭
角田衣理加: 鶴見大学歯学部口腔微生物学講座

中川洋一: 鶴見大学歯学部附属病院口腔機能診療科

口腔外科 顎顔面補綴
伊藤学: 昭和大学 歯科病院高齢者歯科学講座/東京医科大学 歯科口腔外科

金修澤: 鶴巻みなみ歯科医院

口腔外科 デンタルインプラント
宮本郁也: 岩手医科大学 歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野

高橋哲: 東北大学 顎顔面外科学分野・口腔外科学分野

口腔外科 顎顔面外傷
櫻井博理: 山形大学医学部 歯科口腔・形成外科学講座

飯野光喜: 山形大学医学部 歯科口腔・形成外科学講座

口腔外科 唾石症 渡辺正人: 東京医科大学病院 歯科口腔外科

口腔外科 在宅患者の口腔ケア 根岸明秀: 国立病院機構横浜医療センター 歯科口腔外科

口腔外科 口腔感染症と他臓器への影響
生木俊輔: 日本大学 歯学部臨床医学講座

米原啓之: 日本大学 歯学部臨床医学講座

口腔外科 口腔の腫瘤・良性腫瘍 新谷悟: 医療法人社団 優新会　東京銀座シンタニ歯科口腔外科クリニック

口腔外科 不正咬合 鈴木巌: すずき矯正歯科

口腔外科 口腔白板症 金子忠良: 日本大学歯学部口腔外科学第Ⅱ講座

薬理 ステロイドの副作用 大島久二: 東京医療保健大学

薬理 漢方薬のエビデンス 新井一郎: 日本薬科大学 薬学部

薬理 ステロイド(薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 がん免疫療法（薬理）
小野寺健: 奥州市医療局　奥州市総合水沢病院 薬剤科

松浦誠: 岩手医科大学 薬学部 臨床薬学講座 地域医療薬学分野

薬理 鎮痛・解熱薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 睡眠障害治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗うつ薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗精神病薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗てんかん薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 認知症治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗パーキンソン病薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 降圧薬（薬理）
松浦誠: 岩手医科大学 薬学部 臨床薬学講座 地域医療薬学分野

前田智司: 日本薬科大薬学部

薬理 脂質異常症治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 糖尿病治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所
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薬理 高尿酸血症・痛風治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗凝固薬・抗血小板薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗不整脈薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 喘息治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 下剤（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 制吐薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 消化性潰瘍治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗甲状腺ホルモン薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 骨粗鬆症治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 泌尿器系治療薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所

薬理 抗菌薬（薬理） 中原 保裕: （有）ファーマシューティカルケア研究所
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