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令和３年度　横浜市立大学附属病院　症例検討会等一覧（教室別）

名　　　称 内　　　　　　　容 日　　程 開催時間 開催場所 事前
申し込み 連　絡　先 電話番号

血
液
・
リ
ウ
マ
チ
・

感
染
症
内
科

新患カンファレンス 血液、リウマチ、膠原病、感染症の新入院患者のカンファレンス 毎週火曜日 8:00〜9:30 病院8-3病棟
カンファレンス室 必要 血液・リウマチ・感染症内科

松本 045-787-2630

リウマチ膠原病カンファレンス リウマチ膠原病疾患のカンファレンス 毎週火曜日 15:00〜17:00 病院8-3病棟
カンファレンス室 必要 血液・リウマチ・感染症内科

桐野 045-787-2630

合同リウマチ外来 関節リウマチ患者を対象とした内科、整形外科、
リハビリテーション科の総合外来および検討 毎週水曜日 14:00〜16:00 整形外科外来 必要 血液・リウマチ・感染症内科

桐野 045-787-2630

関節エコー検査 関節リウマチの診断、活動性把握のための関節超音波検査 毎週木・金曜日 13:30〜16:00 内科外来 必要 血液・リウマチ・感染症内科
桐野 045-787-2630

血液疾患カンファレンス 血液疾患カンファレンス 毎週水曜日 16:00〜18:00 病院8-3病棟
カンファレンス室 必要 血液・リウマチ・感染症内科

松本 045-787-2630

呼
吸
器

内
科

病棟カンファレンス 呼吸器疾患の入院症例カンファレンス 毎週月曜日 16:30〜18:00 病院8-3病棟
カンファレンス室 必要 呼吸器内科医局 045-352-7962

新患外来カンファレンス 呼吸器疾患の新患外来症例カンファレンス 毎週火曜日 9:00〜10:00 呼吸器内科1階医局 必要 呼吸器内科医局 045-352-7962

循
環
器
内
科
・
腎
臓
高
血
圧
内
科

新患カンファレンス 循環器／腎臓・高血圧疾患の新入院患者のカンファレンス 毎週木曜日 9:30〜11:00 病院8-4病棟
カンファレンス室 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

循環器病棟カンファレンス 循環器病棟入院中の症例の検討 毎週月・木曜日 8:30〜9:00 病院8-4病棟
カンファレンス室 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

Clinical Conference ８−４病棟入院中の症例検討カンファレンス
（循環器、腎臓、高血圧症例） 毎週木曜日 14:30〜15:30 病院8-4病棟

カンファレンス室 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

循環器内科、
心臓血管外科合同カンファレンス 症例検討 毎週金曜日 8:00〜8:30 心臓血管外科医局 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

心臓カテーテル術前カンファレンス 術前症例検討 毎週月・木曜日 8:30〜9:00 病院8-4病棟
カンファレンス室 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

横浜心臓病セミナー（ＹＣＳ） 症例検討、特別講演 不定期 19:00〜21:00 Web（病院10階臨床講堂） 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

ＹＣＵ・不整脈研究会 症例検討 毎月１回金曜日 18:30〜22:00 Web（病院10階臨床講堂） 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

腎臓・高血圧症例カンファレンス 高血圧・腎疾患の入院患者の症例検討 毎週火曜日 16:00〜17:00 病院8-4病棟
カンファレンス室 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

血液浄化カンファレンス 血液浄化療法を必要とする患者（全科）の症例検討 毎週木曜日 15:30〜17:00 病院地下１階
血液浄化センター 必要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

膠原病・腎臓合同腎生検
カンファレンス 1内膠原病Gと2内腎Gの合同腎生検カンファレンス 火曜日

（２ヶ月に１回程度開催） 17:00〜18:00 病院8-4病棟
カンファレンス室 不要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

腎臓・高血圧腎生検カンファレンス 循環器病棟入院中の症例の検討 火曜日
（１ヶ月に１回程度開催） 17:00〜19:00 病院8-4病棟

カンファレンス室 不要 循環器・腎臓高血圧内科医局 045-787-2635

脳
神
経
内
科
・

脳
卒
中
科

チャートラウンド 新患カンファレンス 毎週火曜日 8:00〜10:00 病院6-3病棟
記録室 必要 脳神経内科医局 045-787-2725

ラウンド 病棟回診 毎週火曜日 10:00〜12:00 病院6-3病棟､
9-3病棟他 必要 脳神経内科医局 045-787-2725

リサーチカンファレンス 研究報告、抄読会、学会演題予行 毎週木曜日 8:00〜9:00 病院6-3病棟
記録室 必要 脳神経内科医局 045-787-2725

ウィークリーカンファレンス 入院患者症例カンファレンス 毎週金曜日 8:00〜9:00 病院6-3病棟
記録室 必要 脳神経内科医局 045-787-2725

脳神経外科、
脳神経内科合同カンファレンス

教育的な症例、稀少な症例を互いに
１例ずつ出し合いレビューする 月１回月曜日 8:00〜9:00 脳神経外科

カンファレンスルーム 必要 脳神経内科医局 045-787-2725
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名　　　称 内　　　　　　　容 日　　程 開催時間 開催場所 事前
申し込み 連　絡　先 電話番号

消
化
器
内
科

消化器疾患カンファレンス 外来、入院患者を中心に、治療方針についての検討を行う 毎週木曜日
毎週水曜日

17:00〜
17:30〜

Teams
病院8-2病棟
カンファレンス室

必要 肝胆膵消化器病学教室
消化器内科学教室

045-787-2640
045-787-2727

内視鏡カンファレンス 上下部及び胆膵内視鏡所見の検討、各々１例ずつ 毎週月曜日 17:15〜 内視鏡センター 必要 内視鏡センター
窪田 045-787-2640

内科・外科カンファレンス 外科的治療の適応について、手術後の病理等の検討 毎週火曜日 8:00〜 Teams 必要 肝胆膵消化器病学教室
消化器内科学教室

045-787-2640
045-787-2727

内科・外科カンファレンス（管） 外科的治療の適応について、手術後の病理等の検討 毎週木曜日 17:30〜 病院8-2病棟
カンファレンス室 必要 肝胆膵消化器病学教室

消化器内科学教室
045-787-2640
045-787-2727

内科・外科カンファレンス（肝疾患）肝疾患の外科的治療の適応について、手術後の病理等の検討 偶数週月曜日 18:00〜 病院7-4病棟
カンファレンス室 必要 肝胆膵消化器病学教室

消化器内科学教室
045-787-2640
045-787-2727

胆・膵カンファレンス 胆・膵疾患患者の症例検討 毎週火曜日 19:30〜 病院8-2病棟
カンファレンス室 必要 肝胆膵消化器病学教室 045-787-2640

肝カンファレンス 肝炎・肝癌の治療方針の検討 毎週火曜日 17:00〜 病院8-2病棟
カンファレンス室 必要 肝胆膵消化器病学教室 045-787-2640

消化器画像カンファレンス 内視鏡を中心に消化器画像の検討、治療方針の検討 毎週木曜日 18:00〜 病院8-2病棟
カンファレンス室 必要 消化器内科学教室 045-787-2727

臨
床

腫
瘍
科

臨床腫瘍カンファレンス 消化器がん、消化器への転移がん、
原発不明がんなどの症例検討 毎週月曜日 16:00〜17:30 病院7-4病棟

記録室 必要 旧第２外科医局 045-787-2800

消化器内科・外科カンファレンス 上部下部消化管症例の検討 毎週木曜日 17:30〜18:30 病院8-4病棟
カンファレンス室 必要 旧第２外科医局 045-787-2800

精
神
科

病棟カンファレンス 入院患者の症例検討、新患紹介 毎週木曜日 9:00〜12:00
病院6-4病棟
カンファレンス室

（オンライン併用）
必要 精神科医局

045-787-2800
（代表）

精神科医局

小児科 病棟カンファレンス 小児科・小児循環器科入院症例カンファレンス 毎週火曜日 9:30〜10:15 病院6-2病棟
カンファレンス室 必要 小児科　医局 045-787-2670

心
臓
血
管
外
科
・

小
児
循
環
器

第１外科術前カンファレンス 消化器・呼吸器・乳腺甲状腺・心臓血管外科の術前症例検討 毎週木曜日 8:00〜10:00 病院7-1病棟
カンファレンス室 必要 旧第１外科医局 045-787-2644

小児循環器・
心臓血管外科症例カンファレンス 先天性心臓病症例の検討、術前症例の検討 毎週火曜日 18:00〜20:00 医学部研究棟5階

第１外科カンファレンス室 不要 旧第１外科医局 045-787-2644

循環器内科・
心臓血管外科症例カンファレンス 成人心臓病症例の検討 毎週金曜日 8:00〜9:00 医学部研究棟5階

第１外科カンファレンス室 不要 旧第１外科医局 045-787-2644

消
化
器
・

一
般
外
科

消化管カンファレンス 食道・胃・大腸疾患の検討 毎週木曜日 17:00〜17:30 病棟7-1病棟
カンファレンス室 不要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

一般外科、心臓血管外科カンファレンス Ope前、Ope後カンファレンス 毎週月・火・水・木曜日 8:00〜10:00 病院7-1病棟
カンファレンス室 必要 旧第１外科医局 045-787ｰ2645

消化器内科・外科・腫瘍科
カンファレンス 消化器疾患症例の検討（Teams 会議） 毎週火曜日 8:00〜8:30 各科カンファレンス室・医局 必要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

消
化
器
外
科

術前カンファレンス 当該週の手術予定症例の検討 毎週月曜日 8:30〜9:30 病院7-4病棟
カンファレンス室 必要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

消化器内科・外科・腫瘍科
カンファレンス 消化器疾患症例の検討（Teams 会議） 毎週火曜日 8:00〜8:30 各科カンファレンス室・医局 必要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

肝疾患カンファレンス 肝臓疾患の検討 第２・４月曜日 18:00〜18:30 病棟7-4病棟
カンファレンス室 不要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

消化管カンファレンス 食道・胃・大腸疾患の検討 毎週木曜日 17:00〜17:30 病棟7-1病棟
カンファレンス室 不要 消化器・腫瘍外科医局 045-787-2650

呼
吸
器

外
科

呼吸器内科・外科カンファレンス 手術や化学療法の検討カンファレンス
（内科の病棟カンファレンスの一部） 毎週月曜日 17:00〜17:30 病院8-3病棟

カンファレンス室 必要 呼吸器内科医局 045-352-7962

病理カンファレンス 呼吸器病理の勉強会（外科・内科症例） 毎週第４火曜日 16:30〜17:15 臨床研究棟１F　CPC室 必要 外科治療学教室医局
附属病院病理部 045-787-2645

呼吸器集学カンファレンス 肺癌・中皮腫・胸腺癌などの胸部悪性腫瘍の集学的治療の検討 月曜日（3週間毎） 17:00〜17:30 病院8-3病棟
カンファレンス室 必要 呼吸器内科医局 045-352-7962

乳
腺
外
科

乳
腺
・
甲
状
腺
外
科

乳腺・甲状腺カンファレンス 乳腺・甲状腺手術症例、問題症例の検討・情報共有 毎週火曜日 8:00〜8:30 7-1病棟面談室 必要 外科治療学医局
消化器・腫瘍外科医局

045-787-2645
045-787-2650

消化器・腫瘍外科カンファレンス 消化器・腫瘍外科の術前・問題症例の検討・情報共有 毎週月・火・木・金曜日 月・火・木・金
8:30〜9:00 7-4記録室 必要 旧第２外科医局 045-787-2800

乳がん・甲状腺がんカンファレンス 乳がん手術症例，問題症例の検討・情報共有 毎週火曜日 8:00〜8:30 7-1面談室 必要 旧第２外科医局 045-787-2800

乳がん術後病理カンファレンス 乳がん手術症例の病理結果確認・方針の検討 毎週火曜日 16:30〜17:30 7-4記録室 必要 旧第２外科医局 045-787-2800
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名　　　称 内　　　　　　　容 日　　程 開催時間 開催場所 事前
申し込み 連　絡　先 電話番号

整
形
外
科

術前カンファレンス 手術症例の治療方針検討 毎週月曜日 8:00〜9:00 整形外科医局 必要 整形外科医局 045-787-2655

病棟カンファレンス・病棟回診 入院患者の症例検討と回診 毎週月曜日 13:30〜14:30 病院7-2病棟 必要 整形外科医局 045-787-2655

研究カンファレンス 各クリニックにおける研究内容の検討 毎週火曜日 8:00〜9:00 整形外科医局 必要 整形外科医局 045-787-2655

術後カンファレンス 術後症例の検討 毎週水曜日 8:00〜9:00 整形外科医局 必要 整形外科医局 045-787-2655

病理診断科、
整形外科合同カンファレンス 病理診断と臨床診断の検討 第2月曜日 16:00〜17:00 病院3階病理診断科 必要 整形外科医局 045-787-2655

皮
膚
科

横浜皮膚疾患研究会 協力病院での難治例や典型例など、臨床病理検討会 隔月木曜日
（事前確認必要） 18:20〜20:20 センター病院6階会議室 必要 皮膚科医局 045-787-2675

病棟カンファレンス 入院患者・入院予約患者の治療方針検討 毎週月曜 8:30〜9:00 病院8-1病棟
カンファレンス室 必要 皮膚科医局 045-787-2675

外来カンファレンス 外来患者の症例検討と病理検討 毎週火曜 15:30〜18:00 皮膚科外来 必要 皮膚科医局 045-787-2675

病理カンファレンス 問題症例の病理検討 隔月月曜 18:30〜20:00 皮膚科外来 必要 皮膚科医局 045-787-2675

ジャーナルクラブ 最新の文献紹介 毎週火曜 18:00〜18:30 オンライン 必要 皮膚科医局 045-787-2675

泌
尿
器
科

泌尿器科リサーチカンファレンス 泌尿器科領域基礎・臨床研究報告 年２〜３回 19:00〜21:00 医局､ 会議室等 必要 泌尿器科医局 045-787-2679

入院カンファレンス 入院予約患者の治療方針検討 毎週月曜日 17:00〜19:00 病院8-1病棟
カンファレンス室 必要 泌尿器科医局 045-787-2679

病棟カンファレンス 入院患者・入院予約患者の治療方針検討 毎週木曜日 17:00〜21:00 病院8-1病棟
カンファレンス室 必要 泌尿器科医局 045-787-2679

ジャーナルクラブ トピックス症例等のカンファレンスと文献紹介 毎週月曜日 19:00〜19:45 病院8-1病棟
カンファレンス室 必要 泌尿器科医局 045-787-2679

産
婦
人
科

ジャーナルセミナー トピックス症例等のカンファレンスと文献紹介 毎週月曜日 8:00〜8:45 病院4階
第2会議室 必要 産婦人科医局 045-787-2691

チャートラウンド 病棟症例ラウンド、手術報告等 毎週木曜日 8:30〜9:30 病院6-2病棟
産婦人科カンファレンス室 必要 産婦人科医局 045-787-2691

放射線科、
婦人科合同カンファレンス 婦人科疾患、放射線治療症例の検討 第３水曜日 17:00〜17:30 病院6-2病棟

産婦人科カンファレンス室 必要 産婦人科医局 045-787-2691

精神科、
産婦人科合同カンファレンス 精神疾患合併産婦人科症例の検討 第４水曜日 17:00〜17:30 病院6-2病棟

産婦人科カンファレンス室 必要 産婦人科医局 045-787-2691

産科、NICUカンファレンス 産科症例、NICU症例の報告、検討 毎週水曜日 16:00〜16:30 病院6-2病棟
産婦人科分娩監視室 必要 産婦人科医局 045-787-2691

眼科 病棟カンファレンス 眼科入院症例の報告、検討、新入院予約症例の報告 毎週木曜日 19:00〜20:00 医学部研究棟3階
眼科医局A347 必要 眼科医局 045-787-2683

耳
鼻

い
ん
こ
う
科

トピックカンファレンス 文献や新規治療などトピックスの紹介 毎週水曜日 8:00〜8:30 医学部研究棟6階
耳鼻咽喉科医局A603 必要 耳鼻咽喉科医局 045-787-2687

病棟カンファレンス 手術や入院治療症例の検討 毎週火、金曜日 8:00〜9:00 病院9-3病棟
カンファレンス室 必要 耳鼻咽喉科医局 045-787-2687

放射線科
診断部門 放射線診断カンファレンス 各自興味深いテーマのまとめや文献の紹介、

学会報告などを持ち回りで行う 週１回 8:15〜8:30 総合画像診断室 必要 放射線診断学医局 045-787-2696

放射線科
治療部門

放射線治療カンファレンス 新規放射線治療症例における照射野・方法・線量等の検討 毎週火曜日 9:00〜10:00 病院地下1階
Dr. 記録室 必要 放射線治療学医局 045-787-2694

照射精度カンファランス 新規放射線治療および照射方法変更に係わる精度確認 毎週木曜日 16:30〜17:30 病院地下1階
Dr. 記録室 必要 放射線治療学医局 045-787-2694

歯
科
・
口
腔
外

科
・
矯
正
歯
科

症例検討会 症例検討 毎週火曜日 16:30〜18:00 病院9-2病棟
カンファレンス室 必要 口腔外科医局 045-787-2659

合同症例検討会 症例検討 毎月第２金曜日 18:30〜19:30 オンライン 必要 口腔外科医局 045-787-2659
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脳
神
経
外
科

脳神経外科病棟カンファレンス 新患紹介、術前検討、病棟患者レビュー、病棟回診 毎週月、金曜日
毎週水曜日

7:30〜9:00
8:00〜9:00

病院7-3病棟カンファレンス室
（金曜日は下記医局） 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

ジャーナルミーティング 神経系全般の文献紹介 毎週月曜日 18:30〜19:00 医学部研究棟6階
脳神経外科医局A649 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

脳神経外科教育研究セミナー レジデントを対象とした教育講演、リサーチプログレス、神経放
射線病理カンファレンス、疾患レビュー、手術・解剖講演、等 毎週月曜日 19:00〜21:00 医学部研究棟6階

脳神経外科医局A649 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

脳神経外科・
病理合同カンファレンス 難症例、希少症例２例呈示し検討 毎月第４月曜日 18:00〜19:00 医学部研究棟6階

脳神経外科医局A649 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

脳神経外科・
小児科合同カンファレンス 小児脳神経外科症例の検討 毎週水曜日 8:00〜8:30 病院7-3病棟

カンファレンス室 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

脳神経外科
手術ビデオカンファレンス 直近一週間の手術を術中ビデオで検討 毎週金曜日 8:00〜9:00 医学部研究棟6階

脳神経外科医局A649 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

脳神経外科・
神経内科合同カンファレンス 教育的症例、稀少症例を両科から１例ずつ呈示し検討 月１回月曜日 8:00〜9:00 医学部研究棟6階

脳神経外科医局A649 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

てんかん症例・脳波検討会 難症例、教育的症例の脳波のレビューと症例検討 月２回月曜日 16:00〜16:45 病院2階
生理検査室（脳波室） 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

神奈川脳神経外科集談会 関連病院脳神経外科医間の症例検討、情報交換および教育講演 年２回（不定期） 9:00〜17:00 未定 必要 脳神経外科医局 045-787-2663

形
成
外
科

病棟術前カンファレンス 近日中の予定手術症例の検討 毎週月、火、木、金曜日 8:00〜9:00 病院7-3病棟
記録室 必要 形成外科医局 045-787-2709

形成外科症例検討会 治療方針決定に苦慮する症例の検討および治療結果の報告 奇数月火曜日（不定期） 19:30〜 附属病院
（その都度設定） 必要 形成外科医局 045-787-2709

リハビリテ
ーション科 リハカンファレンス・症例検討会 他科入院症例の検討・新患症例の検討 火曜日 16:00〜17:00 リハビリテーション科外来 必要 リハビリテーション科医局 045-787-2713

緩
和

医
療
科

外来・病棟カンファレンス 新規外来症例、入院症例と緩和ケアチーム介入症例のカンファレ
ンス 毎月水曜日 14:00〜15:00 病院9-2病棟

カンファレンス室 必要 がん総合医科学医局 045-787-2643

症例カンファレンス 入院症例と緩和ケアチーム介入症例のカンファレンス 平日 8:30〜9:00 緩和外来 必要 がん総合医科学医局 045-787-2643

総合診療科 診断困難症例カンファレンス 診断困難症例の共有及びコンサルテーション 第１、第３火曜日 17:00〜 A423教室 必要 総合診療医学教室 045-787-2706

児
童

精
神
科

児童精神症例検討会 児童・思春期の精神科症例の事例検討または研究会 隔月第３水曜日
（9、11、1、3月） 18:30〜20:30 センター病院

（その都度設定） 不要 精神科医局 045-787-2667

児童精神研究カンファレンス 児童精神科関連の研究ミーティング 毎月第１水曜日 18:30〜20:30 センター病院
（その都度設定） 必要 精神科医局 045-787-2667

病
理
診
断
科

内視鏡カンファレンス 上部及び下部消化管内視鏡生検症例の検討会 毎月第４月曜日 18:00〜19:00 病院消化器内視鏡室 必要 病理診断科 045-787-2904

腎生検カンファレンス 腎生検症例の検討会
（リウマチ・血液・感染症内科、腎高血圧内科合同） 奇数月第３火曜日 17:30〜18:00 病院8-4病棟

カンファレンス室 必要 病理診断科 045-787-2904

脳神経外科病理カンファレンス 脳腫瘍症例の検討会 毎月第4月曜日 18:00〜19:00 脳神経外科
カンファレンスルーム 必要 病理診断科 045-787-2904

剖検症例1次検査 剖検症例の肉眼検討会 金曜日（不定期） 9:00〜10:30 医学部臨床研究棟
剖検肉眼検討室 必要 病理診断科 045-787-2904

剖検症例CPC 各剖検症例の最終検討会 金曜日（不定期） 16:00〜17:30 医学部臨床研究棟
剖検検討室 必要 病理診断科 045-787-2904

呼吸器科カンファレンス 呼吸器疾患の症例検討 毎月第４火曜日 16:00〜17:00 病院３階
病理診断科 必要 病理診断科 045-787-2904

病理診断科、整形外科
合同カンファレンス 病理診断と臨床診断の検討 第２月曜日 16:00〜17:00 病院３階

病理診断科 必要 病理診断科 045-787-2905

ジャーナルクラブ 病理英文医学論文の紹介 毎週金曜日 13:30〜14:00 医学部基礎研究棟
病態病理学教室 必要 病理診断科 045-787-2905

週間症例検討 問題症例・教育症例などの検討 毎週金曜日 14:00〜14:30 医学部基礎研究棟
病態病理学教室 必要 病理診断科 045-787-2905

救急科 週間症例検討 救急外来症例検討（入院症例、再受診症例等）の検討 毎週水曜日 10:45〜12:00 Acu 必要 救急科医局 045-787-2985

遺伝子診療科 遺伝子診療科カンファレンス 遺伝子診療科症例検討、遺伝医学のトピックスの紹介、妊娠と薬
外来症例検討 毎月第4水曜日 18:00〜19:00 オンライン開催 不要 遺伝子診療科事務 045-787-2692


