
演　　　　　題 担当課 講　師

平成25年 04/03(水) 医療保険と診療報酬① 事務部 高垣　匡志

04/05(金) 感染対策事業 感染対策委員会 外木　秀文

04/10(水) 外科① 外科・小児外科 山本　浩史

04/12(金) 文献検索 中央図書室 工藤　女恵

04/17(水) 小児の診断のすすめ方 小児科・NICU 外木　秀文

04/24(水) 産婦人科① 産婦人科 岩城　豊

04/26(金) 外科②胆石症 外科・小児外科 中山　雅人

05/01(水) 病院感染と医師の立場 感染対策委員会 吉本　満

05/03(金)

05/08(水) 小児の心電図検査の注意点 小児科・NICU 脇口　定衛

05/10(金) 精神科① 精神科神経科 山本　晋

05/15(水) 産婦人科② 産婦人科 日高　野乃子

05/17(金) モニター、不整脈 循環器内科 占部　和之

05/22(水) 呼吸器① 呼吸器内科 児玉　奈津子

05/24(金) （総合論）医療安全について 麻酔科 藤井　ひとみ

05/29(水) 乳腺外科① 乳腺外科 田口　和典

05/31(金) 整形外科① 整形外科 小林　正明

06/05(水) 通のPUBMED 中央図書室 工藤　女恵

06/07(金) 消化器・血液内科① 消化器・血液内科 辻崎　正幸

06/12(水) 糖尿病（糖の流れ、検査など） 糖尿病甲状腺科 吉田　和博

06/14(金) 小児の画像検査の注意点 小児科・NICU 徳富　智明

06/19(水) 外科③ 外科・小児外科 大場　豪

06/21(金) IHD①心筋梗塞 循環器内科 久馬　理史

06/26(水) 急性期の眩暈の診断と治療 耳鼻咽喉科 及川　敬太

2013年度　モーニングレクチャー予定表　（毎週水・金7時30分～8時15分）

開催日

祝日（みどりの日）

06/28(金) 新生児① 小児科・NICU 高橋　伸浩

07/03(水) 産婦人科③（性感染予防） 産婦人科 藤枝　聡子

07/05(金) 消化器・血液内科② 消化器・血液内科 高橋　徹

07/10(水) IHD②狭心症 循環器内科 久馬　理史

07/12(金) 小児の血液生化学検査の注意点 小児科・NICU 米丸　希

07/17(水) アレルギー性鼻炎の診断と治療 耳鼻咽喉科 及川　敬太

07/19(金) 眼科検査について 眼科 曽根　昭子

07/24(水) 小児のCBC検査の注意点 小児科・NICU 飯塚　進

07/26(金)

07/31(水) （総合論）輸血の取扱いについて 麻酔科 藤井　ひとみ

08/02(金) 外科④ 外科・小児外科 山本　浩史

08/07(水) 産婦人科④ 産婦人科 渡利　道子

08/09(金)

08/14(水) 外科⑤ 外科・小児外科 松下　通明

08/16(金)

08/21(水) 乳腺外科② 乳腺外科 田口　和典

08/23(金)

08/28(水) アデノウイルス結膜炎 眼科 鈴木　智子

08/30(金) 呼吸器② 呼吸器内科 藤野　通宏

09/04(水) 消化器・血液内科③ 消化器・血液内科 伊藤　英人

09/06(金) 気管切開と気管孔管理 耳鼻咽喉科 及川　敬太

09/11(水) 心不全 循環器内科 久馬　理史

09/13(金) 糖尿病（治療） 糖尿病甲状腺科 吉田　和博

09/18(水) 弁膜症、心筋症　その他 循環器内科 久馬　理史

09/20(金) 消化器・血液内科④ 消化器・血液内科 吉本　満

09/25(水) 新生児② 小児科・NICU 小旗　菜穂

09/27(金) 整形外科② 整形外科 小林 正明

予備日

予備日

予備日

予備日

09/27(金) 整形外科② 整形外科 小林 正明



演　　　　　題 担当課 講　師

2013年度　モーニングレクチャー予定表　（毎週水・金7時30分～8時15分）

開催日

平成25年 10/02(水) 外科⑥ 外科・小児外科 大場　豪

10/04(金) 産婦人科⑤（家族計画） 産婦人科 坂本　綾子

10/11(金) 精神科② 精神科神経科 未定

10/16(水) 甲状腺疾患（診断、治療） 糖尿病甲状腺科 吉田　和博

10/18(金) （各論）蘇生に関するABC 麻酔科 石川　太郎

10/23(水) 外科⑦ 外科・小児外科 山本　浩史

10/25(金) 医療保険と診療報酬② 事務部 高垣　匡志

10/30(水)

11/01(金) 新生児③ 小児科・NICU 本庄　遼太

11/06(水) 未熟児網膜症 眼科 鈴木　智子

11/08(金) 消化器・血液内科⑤ 消化器・血液内科 伊藤　英人

11/13(水) 外科⑧ 外科・小児外科 中山　雅人

11/15(金) 高血圧、心肥大（拡張障害） 循環器内科 占部　和之

11/20(水) 精神科③ 精神科神経科 未定

11/22(金)

11/27(水) 小児の抗菌薬治療 小児科・NICU 奥原　宏治

11/29(金)

12/04(水) 呼吸器③ 呼吸器内科 児玉　奈津子

12/06(金)

12/11(水) 咽頭と喉頭の急性炎症 耳鼻咽喉科 及川　敬太

12/13(金) 消化器・血液内科⑥ 消化器・血液内科 高橋　徹

12/18(水) 外科・健診① 健診室 樟本　賢首

12/20(金) （各論）ペインクリニック 麻酔科 石川　太郎

12/25(水) 新生児④ 小児科・NICU 小旗　菜穂

予備日

予備日

祝日（勤労感謝の日）

予備日

12/27(金)

平成26年 01/08(水) 腎不全、透析 循環器内科 久馬　理史

01/10(金) 乳腺外科③ 乳腺外科 田口　和典

01/15(水) 小児の心肺蘇生（PALS） 小児科・NICU 徳富　智明

01/17(金) 産婦人科⑥ 産婦人科 河口　哲

01/22(水) 消化器・血液内科⑦ 消化器・血液内科 菅野　伸一

01/24(金) 整形外科③ 整形外科 小林　正明

01/29(水) 外科⑨ 外科・小児外科 大場　豪

01/31(金) （各論）高気圧酸素治療法 麻酔科 石川　太郎

02/05(水) 呼吸器④ 呼吸器内科 藤野　通宏

02/07(金) 糖尿病ｏｒ甲状腺疾患 糖尿病甲状腺科 吉田　和博

02/12(水) 精神科④ 精神科神経科 未定

02/14(金) 消化器・血液内科⑧ 消化器・血液内科 菅野　伸一

02/19(水) 産婦人科⑦ 産婦人科 川俣　美帆

02/21(金) 眼底写真の読影 眼科 曽根　昭子

02/26(水)

02/28(金)

03/05(水) 外科⑩ 外科・小児外科 山本　浩史

03/07(金) 新生児⑤ 小児科・NICU 越田　慎一

03/12(水) 外科⑪ 外科・小児外科 松下　通明

03/14(金) （各論）漢方薬治療概論・各論 麻酔科 石川　太郎

03/19(水) 乳腺外科④ 乳腺外科 田口　和典

03/21(金)

03/26(水) 予防接種 小児科・NICU 大畑　央樹

03/28(金)

2013年4月2日現在

予備日

予備日

予備日

予備日

祝日（春分の日）

2013年4月2日現在


