
【レクチャー受講/視聴者：感想コメント】 

（お断り：運営サイドで、読みやすくするために一部、文章の言い回しを統一したり、複数の類似コメントをまとめてあります。） 

●愛知県 内科 病院勤務医 
コロナを含む急性上気道炎について包括的かつ分かりやすいご講演で、非常に勉強になりました。コロナを我々
で診ようではないかという最後の呼びかけも身に沁みました。遠隔地在住ですが、このような講演をオンライン
で視聴できることに感謝したいと思います。ありがとうございました。 
●愛知県 検査技師 
スライドがとてもわかりやすく、また効果音もあり楽しみながら多くのことを学ばせていただきました。ありが
とうございました。 
●愛知県 内科 診療所開業医 
大変わかりやすく、知識の整理になり、役立ちました。明日の診療に役立つと思います。 
●愛知県 精神科 病院勤務医 
COVID-19 の最近の知見を確認することができて助かりました。また、臨床体験のお話も非常に参考になりまし
た。ありがとうございました。 
●茨城県 総合診療科 病院勤務医 
詳しい臨床的な特徴や検査の意義について理解が深まりました。 
外来、施設、在宅と幸いまだ新型コロナウイルス感染症の方は直接経験していませんが、常に知識をブラッシュ
アップしながら診療を続けたいと思います。 
シェアしていただいた患者さん用のパンフレットを外来・在宅でも利用させていただいています。 
ありがとうございます。 
●茨城県 小児科 病院勤務医 
コロナとは関係なく、一次診療のファンダメンタルの重要性を実感できました。ＰＣＲ検査の時期、症状につい
てとても勉強になりました。イムノクロフト抗原定性検査キットの小児への安易な実施のリスクとその解釈、同
居人や家族などの風邪既往の事前問診の重要性を知り、今までそこが完全に抜けていたことが分かり、明日から
すぐ実践しようと思います。目からウロコでした。ありがとうございました。 
●岡山県 病院看護師 
今回初めて参加させていただきました。とてもわかりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。 
●岡山県 救急科 病院勤務医 
風邪の診療、新型コロナのこと、最新の情報が整理できました。 
●岡山県 小児科 診療所開業医 
内容がとてもよくまとまっていて、開業医にとってとても参考になりました。有難うございました。次の感染症
俱楽部を楽しみにしております。3 月の書籍も楽しみにしています！ 
●岡山県 消化器内科 診療所開業医 
広範囲に渡るご講演で、知識の整理が出来ました。明日から自信を持って説明・診療していけると思います。 
●岡山県 内科 診療所開業医 
非常にわかりやすいい、素晴らしい講演！ありがとうございました。 
●沖縄県 呼吸器/感染症内科 病院勤務医 
世界で最大の感染症にも関わらず、普段あまり意識しない風邪症候群について、また新型コロナウイルス感染診
療における「肝」を非常にわかりやすい口調・スライドでレクチャーしていただき、大変勉強になりました。締
めのスライド（ファイト！）も最高でした！自分の置かれている立場でできることを頑張ろうと改めて思いまし
た。ありがとうございました。 



●岩手県 総合内科医 病院勤務医 
コロナ診療に関わる機会がまだ少ないですが、改めて知識を身につけ前線で頑張りたいと思えました。 
先生の熱意が伝わり、非常に励みになりました。ありがとうございました。 
●岐阜県 総合内科医 大学病院勤務医 
これまで幾人かの先生の COVIDー１９の講義を聴講させていただく機会がありましたが、本日の先生のお話が
もっとも分かりやすかったと感じました！ 
●宮城県 薬局薬剤師 
新型コロナウイルスに対する理解が深まり勉強になりました。 
どの様に鑑別していくのかわかりやすかったです。 
患者さんがどの様な経緯をたどるのか様々なパターンを示していただいてありがたかったです。 
●宮城県 内科医 診療所開業医 
2 年前の金沢のリアル生講演に参加しました。永田先生のエネルギッシュかつスマートなレクチャーを自宅で聞
けて心から感謝しています。今後も勉強させてください。よろしくお願いします。 
●京都府 訪問看護師 
とてもわかりやすい講義ありがとうございました。 
検査は利用するもので、振り回されてはいけないということが理解できました。 
問診、身体初見から、見極める事が重要！ 
地域情報を知る事も大切だと思いました。 
濃厚接触者にならないように、きちんと装備し、正しい知識を持っていれば、共に立ち向かえると思えました。 
●京都府 内科 病院勤務医 
時宜に適したよくまとめておられる内容で、とても素晴らしかったです。こういった講演を今後ともぜひ、御願
いしたいと思います。 
●京都府 リハビリ/透析科 病院勤務医 
初めて参加させていただきました。今知りたい内容がとてもわかりやすい説明で、受講させていただいてよかっ
たと思います。まだまだ勉強不足ですが、これからも是非参加したい！と思った講演でした。 
●京都府 訪問看護師 
とてもわかりやすく、聴きやすい説明でした！ 
まだまだ未知であると思っていた新型コロナウイルスですが、症状の傾向や、統計も出ていることもわかり、検
査の種類や、どのタイミングでどの検査が有効なのか等もとても勉強になりました。オンデマンド講演でも復習
できるのもありがたいです。 
●京都府 内科 病院勤務医 
透析患者さんの COVID-19 患者さんを診ています。大変参考になりました。頭の中がスッキリしたように思い
ます。ありがとうございました。ファイトをもって頑張りたいと思います。 
●京都府 病院薬剤師 
大変わかりやすい講義でした。他の職員にも説明していきたいと思います。今後治療なども掘り下げて頂けると
嬉しいです。また、定例の講演会も web でして頂けましたら、是非参加させて頂きたいと思いました。ありがと
うございます。 
●京都府 血液内科 大学病院勤務医 
多くの情報がある中で、有用なもの、現場に即したものをまとめていただいて大変勉強になりました。非常に労
力のいる仕事であったと拝察いたします。ありがとうございました。 
●熊本県 調剤薬局薬剤師 
大変参考になりました。患者さんへの日々のアドバイスに役立てたいと思います。 



●群馬県 内科 病院勤務医 
分かりやすく、実践的な内容のスライドで大変勉強になりました！ 
●群馬県 感染症内科 病院勤務医 
知識のアップデートをさせていただきました。先生のおっしゃるとおり、勤務医も開業医も同じに、ともに力を
合わせて奮闘すべきと私も思います。 
●群馬県 感染症内科 病院勤務医 
感染症医として風邪診療の知識のブラッシュアップの時間になりました。とてもわかりやすくまとまっていて勉
強になりました。ありがとうございました。 
●広島県 小児科 障碍者医療センター 
どうやって病棟を守るか、入ってもクラスター化させないか、ずっと悩ませております。今日の講演ではハイリ
スク施設での対応もたくさん触れられており、とてもとても参考になりました。ご講演ありがとうございました。 
●香川県 呼吸器内科 病院勤務医 
大変わかりやすい講演で大変有意義な勉強になりました。今後も新しい知見をお教えいただけると幸いです。 
●香川県 内科 診療所開業医 
初めて動く永田先生を拝見し、興奮し、感激しています。今回、コロナ禍で先生と巡り会え、コロナに感謝して
います。本も買います！ 
●高知県 内科 病院勤務医 
いつも永田先生の FB の情報で知識をブラッシュアップしています。地域密着の療養型病院で身の丈で発熱外来
をやっています。わかりやすく我々の実臨床に非常に役立つ内容でした。本当に参加できてよかったです！ 
●高知県 外科 病院勤務医 
非常に詳しく面白く講義をして下さり、本当に明日からの診療に必要な知識ばかりです。検査の考え方が特に悩
んでいたので助かりました！素朴な質問も受けて頂けるのが有難いです。Q&A楽しみにお待ちしております。 
●高知県 内科 病院勤務医 
大変に努力もされ、沢山勉強されている点に、非常に感銘を受けました！永田先生の仰るように、地域の医師た
ちが精力的な対応をとっていくべきと思いました。意識改革になりまして、ありがとうございました。 
●高知県 家庭医 病院勤務医 
これまでまとまった講義を聞く機会がなく、学会などのマニュアルやメーリングリストなどでその都度自分自身
で探りながら対応してまいりましたので、すべてを簡潔にまとめて、プレゼンの流れなども非常に素晴らしく大
変、ありがたい機会でした。ありがとうございました。 
●佐賀県 小児科 診療所開業医 
本当に幅広い情報をわかりやすく丁寧にまとめてお話しいただき、ありがとうございました。明日からの診療に
活かしていきたいと思います。 
●埼玉県 外科 病院勤務医 
非常に整理されていて勉強になりました。また、私はこう考え、こうしていますというメッセージもすごく明確
で実践的かつ現場感のリアルであり、とてもよかったです。ありがとうございました。 
●山形県 小児科 病院勤務医 
以前から参加したかったのですが、金沢へは行くことは難しかったので、web でも参加できてよかったです。臨
床医目線での話で、現在自分の施設でできていること、改善しなければならないこと、新たにやらなければいけ
ないことがわかり、とても良い機会でした。ありがとうございました。 
●滋賀県 小児科 診療所開業医 
患者さんとその家族に説明するにあたり、大変参考になりました。外来診療で、コロナ感染症を正しく恐れなが
ら診療していくための、知識を得られたように思います。検査前確率を上げるための、症状の見方はとくに参考



になりました。当院では、定性迅速検査を中心に実施していましたが、対象を見極めながら、PCRと併用してい
きたいと考えています。 
今後の感染症倶楽部も、全国から参加できるようにしていただくと、卒後年数のかなり経った開業医にとっては
とても助かります。開催に当たっての大変なご苦労がおありと思いますが、ありがとうございました。 
●滋賀県 病院看護師 
COVID-19 に関する知識をコメディカルでも理解しやすく、また、開始時間も適切で有難かったです！ 
●鹿児島県 呼吸器内科 病院勤務医 
非常にわかりやすく勉強になりました！ 
●鹿児島県 脳神経外科 病院勤務医 
非常に良い講演でした！ 私も勉強会を開催しているのですが、勉強会、研究会を地方で、継続していく大変さを
先生と分かちあいたいと思っています。本日はありがとうございました！ 
●秋田県 内科 病院勤務医 
論文を引用しながら、根拠を持って情報を提供していただきありがとうございました。また、オンデマンド配信
もしていただき、復習も出来るのも非常に有難いです。オンデマンドでいつでも視れると思うとなかなか実践し
にくいところですが、生WEB 配信があり、その後のオンデマンド受講もできるという流れがすごくいいです！ 
今後も宜しくお願いします。 
●新潟県 呼吸器内科 病院勤務医 
WEB セミナーですと、参加しやすいのでありがたいです。実際の臨床に即した内容で、非常にわかりやすく頭
の整理ができました。また参加させていただきたいです。 
●新潟県 内科 病院勤務医 
難しい専門的な部分はあえて割愛し、リアルな現場に必要不可欠な基本的な内容を再確認出来て、非常に有用で
した。濃厚な内容でしたが、外来診療の現場に不要な部分をわかったうえでカットされ、本当に必要なものを 
流れとポイントを押さえ、起承転結を作りつつ、かゆいところというか、実は気になっているところもところど
ころ押させている素晴らしい講演でした！ 
●新潟県 耳鼻咽喉科 診療所開業医 
先生が、耳鼻咽喉科専門医であり、かつ、感染症が専門なため、大変勉強になりました。質問に対しても後日、 
Q&Aで回答頂けるのも大変ありがたいです！ 
●神奈川県 耳鼻咽喉科 診療所開業医 
耳鼻咽喉科専門医という同じ立場でありつつ、感染症や総合診療、外傷診療など幅広く勉強かつ実践されている
ので、すごく響くレクチャーでした！どうしても〇〇科でから、ここからは診れない、しないみたいなスタンス
でいいのだろうかと思いつつもあぐらをかいていました。しかし、その疑問などを既にとっぱらって、町医者と
してどんどん勉強され、実践されているメスの握れて、専攻科もできつつも幅広く、10 年以上診療され実績を残
されていることに感銘とともに少しショックを受けました。私にとって、今回の講演はターニングポイントにな
ってしまいました。この出会いに感謝しております。 
●神奈川県 病院薬剤師 
新型コロナウイルスとそれ以外のウイルスでの違いがとてもよくわかりました。当院では感染症専門医も ICN
も不在で、コロナ対応に苦慮していますが。本日学んだことや先生が作成された資料を施設で共有し、当院での
コロナ感染対策に活かしていきたいと思います。 
以前、ICICHI（千葉講演）に参加させていただきましたが、今回のように web で先生のご講演を見られること
はとてもうれしいです。また web以外でも感染症倶楽部に参加できることを楽しみにしています。 
●神奈川県 研修医 
今まで感覚的に思っていたことの裏付けが取れてとても有意義でした！ 



●神奈川県 内科 診療所開業医 
永田先生長時間の御講演ありがとうございました。大変参考になりました。以前からこの会に参加したかったの
ですが、今回初めて参加でき嬉しく思っております。川崎市で開業しておりますが、なかなか金沢まで行って聴
講するのは難しいので今後もオンライン講演会していただけるとありがたいです。 
●神奈川県 歯科口腔外科 病院勤務医 
知りたかった情報を大変わかりやすく教えていただきとても勉強になりました。耳鼻科専門医また地域の健康を
守る医師というお立場でのお話はなかなか聞けるものではなく大変有用でした。口腔外科という立場上味覚障害
やドライマウスを心配され受診なさる方が増えていて色々と勉強していますが明日からの臨床に役立たせるこ
とができる情報ばかりで本当にありがとうございます。また、ICDとして日々院内のラウンドや研修を行ってい
ますが、職員の感染対策・病院の感染対策や職員の生活上の注意についても活用させていただきます。貴重なご
講演に参加させていただきありがとうございました！ 
●神奈川県 大学病院 感染認定看護師（ICN）  
今回はありがとうございました。永田先生と岡先生の勉強会は、医師じゃない職種にもわかりやすくて皆にすす
めやすいです。ICN としても、とても勉強になります。今後も医師以外も参加できる勉強会を可能な範囲で開催
していただけたらと思います。中々遠方には行けないので、WEB開催助かりました。 
●神奈川県 内科 病院勤務医 
流石！永田先生という素晴らしい講演でした。ありがとうございました。 
●神奈川県 呼吸器内科 病院勤務医 
大変勉強になりました。実診療に役立つ内容で参考になります。ありがとうございました。 
●静岡県 病院薬剤師 
最新の適正な情報がわかりやすくまとめられており、勉強になりました。再度、オンデマンド動画を視聴して勉
強したいです！こういう機会を無料で設けて頂き、ありがとうございます。こういう情報を知ることで、安心し
て 現場で鼓舞し奮闘しいけると思いました。 
●静岡県 調剤薬局薬剤師 
多数の科学的根拠に基づいた臨床症状、身体診察、検査の感度、特異度を整理され、それらをどう実臨床に活か
すかが、非常に分かりやすく説明されとても理解が深まりました！ありがとうございました！ 
●静岡県 内科 診療所開業医 
とても頭が整理できました。明日からの診療に向かう元気・勇気が倍増した感じです。ありがとうございました。 
●石川県 歯科 診療所開業医 
非常に有意義な講演会でした。最新のエビデンスに基づいた有益な情報を得ることが出来ました。今、ここまで
分かってきている、という皆んなが知りたい情報が盛り込まれていました。今後もこのような講演会があれば、
是非参加したいです！ 
●石川県 歯科 診療所開業医 
大変参考になりました。今回のご講演で、いろいろと入ってくる情報が整理され、その内容の根拠や、対応の方
法などがよく理解できました。今後は、むやみに恐れることなく、正しい知識を持って、患者さんにも接し、自
らも生活し、この困難な今を乗り切ろうと新ためて思い直しました。皆で、頑張ろう！ 
●石川県 耳鼻咽喉科 診療所開業医 
膨大な量の資料を示していただきつつ丁寧にご教授いただきありがとうございました。とても分かりやすかった
です。微力ながら当院でも発熱外来を行っており、先生の講演をスタッフと一緒に拝聴し、勉強になりました！ 
●石川県 内科 診療所開業医 
素晴らしい講演でした。いつもながら、永田先生の勉強力と実践力に心を打たれております。引き続き私どもを
ご指導ください！ 



●石川県 調剤薬局薬剤師 
永田先生のお話はいつも楽しみにしています。本日もとても丁寧に説明して頂きありがとう御座いました。新型
コロナウィルスに対しての正しい知識を教えて頂き、改めて日々の生活を気をつけて行こうと再認識しました。
今日は本当にありがとう御座いました。永田先生の努力とその行動力は心より尊敬いたします。今後もこの講演
会が継続されることを願います。 
●石川県 内科 診療所開業医 
風邪の診かた・見極め方、新型コロナウイルス感染症の典型的な症状や経過を知ることができてとても良かった
です。3月出版の先生のご著書「Phase で見極める！風邪の診かた・治し方」も購入し、勉強させて頂きます！ 
●千葉県 腎臓内科 病院勤務医 
本日は貴重なご講演誠にありがとうございました。 
現在育休中で丁度コロナが広まる時期に職場を離れていたため復帰に際して大変勉強になりました。 
診療などお忙しい中重ね重ねありがとうございました。 
●千葉県 内科 病院勤務医 
多くの民間病院や診療所がコロナを診ようとしない現在、「知識をブラッシュアップして正しく学びながら前線
でコロナと闘う」姿勢、行動が立派で頭が下がりました。ありがとうございました！ 
●千葉県 産婦人科 診療所開業医 
実践的ですぐ日常診療につかえる知識が多くためになりました。開業医はともすると、横のつながりがなく暗中
模索で孤軍奮闘しているように感じますが、先生の講義を拝聴し、自分と同じように診療なさっていることがが
分かり自分の考えに自信を持てました。どうもありがとうございました。 
●千葉県 大学病院薬剤師 
永田先生の分かりやすい講演を久しぶりに拝聴出来，多くのことを勉強させて頂き，とても幸せな時間でした・・・。
（2019 年 05 月に，千葉市薬剤師会にて先生の講演を聴いたのが最初です）． 
●千葉県 産婦人科 病院勤務医 
本当に素晴らしかったです！！！真の臨床医だと感じました。心より感謝申し上げます。 
●大阪府 内科 診療所開業医 
大変勉強になりました。早速臨床に役立てることができる情報ばかりでした。図表がわかりやすく効果的に工夫
されていて大変よかったです。ありがとうございました。 
●大阪府 内科 診療所開業医 
きわめて大切なポイントをおさえたわかりやすい講演でした。構成もストリーミングもうまくいっていたと思い
ます。最近 web 講演会が増えてきていますが私どもの夜診の時間中に開催されるものが多く、今回のような土曜
夕の企画は歓迎です！ 
●大阪府 病院薬剤師 
永田先生のご講演を拝聴するのは初めてでしたが、薬剤師の私にも非常にわかりやすく、COVID-19 診療に関わ
る全ての医師に見ていただきたいと感じました。もちろん内容は一度では覚えきれないものですが、問診による
除外診断の大切さや不確定さを受け入れてどのように対応するかなど、参考になりました。また、オンデマンド
動画も視聴できるとのことで繰り返し学びたいと思います。ありがとうございました。 
●大阪府 病院検査技師 
非常にわかりやすく幅広い話が聞けて面白かったです。また、基礎的なところを網羅していただいて、とてもわ
かり易かったです。ありがとうございました。 
●大阪府 内科 診療所開業医 
本日はお忙しい中、ありがとうございました！ 
非常によくまとめられていてかつ具体的で、明日からの診療に生かせそうです。 



当院でも通常診療後に発熱や咳など感冒症状の人を診療しています。いつもどこまで検査するか悩みながら診察
しています。溶連菌や伝染性単核球症、喘息発作、心不全の人などいろいろおられ、実際診療してみないとわか
らないといつも思っています。 
また今後もご指導いただければ幸いです。 
●大阪府 病院薬剤師 
永田先生のお話楽しみにしておりました。日々、コロナ感染症患者を当院では受け入れ、介護施設でのクラスタ
ー患者さん、高齢者の患者さんが重症化していく状況の中で、担当の医師・看護に大忙しな看護師さんの姿を見
ていると、医療逼迫している状況を感じております。一方で外来診療では、不安を感じた発熱患者さんが毎日受
診に来られており、私たち薬剤師が処方薬を患者さんに渡して説明し対応しております。外来診療は一般の内科
医が当番で担当されておりますので、医師によって診療の差があり（身体所見の取り方や患者さんへの説明、処
方薬の内容など・・・）最後に投薬する薬剤師としては、不安・不満を感じることもあります。 
今回のかぜ診療をさらにブラッシュアップする必要性、説明という処方０円は非常に納得いたしましたし、検査
の目的や、コロナ感染症以外の適正な診察の方法などは非常に勉強になりました。私たち薬剤師は患者さんの診
断はできませんが、新型コロナウイルス感染症に対する知識は備えることが出来ます。 
この知識を上手く、先生方の診療の支援につなげることが出来たら、更に患者さんへの安心になり、更には抗菌
薬の適正使用になるのではないかと思いました。 
わかりやすく、丁寧なお話ありがとうございました。教わった内容は自分のものだけにはせず、他の医療者にも
共有し、いい診療に繋げていきたいと思います。 
●長崎県 内科 大学病院勤務医 
ご多忙の中、大変分かりやすいご講演を誠にありがとうございました。 
今後の日常診療に役立てたいと存じます。 
感染症に関する知識を常にブラッシュアップしなければならないという事を再認識させていただく貴重な機会
になりました。重ねて御礼申し上げます。また是非参加させてください。 
●長野県 病院薬剤師 
2020 年に長野県でも感染症倶楽部が開催される予定（ICING）とうわさできいており、コロナのせいでなくな
てしまったとお聞きし、非常に残念な想いでした…。しかし、これまで参加したかった感染症倶楽部が Web で
参加することが出来うれしく思います。今後も Web 開催も平行して行っていただけるとありがたいです。あり
がとうございました。そして、いつかは長野開催生講演の実現を心待ちにしております！生の先生にお会いでき
る日を楽しみにしています。 
●島根県 救急科 病院勤務医 
大変勉強になりました！今後もウェブ形式であれば、気軽に参加できることが出来ると思いますので、是非、宜
しくお願いします。 
●島根県 呼吸器内科  
永田先生どうもありがとうございました。知識の整理と、やはり現場でどうふるまうかという実践面で大変参考
になりました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。島根大学長尾 
●東京都 小児科 診療所開業医 
久しぶりに永田先生のお話を聞くことが出来ました。以前、金沢詣で(と勝手に呼んでいました)の時から思って
いることですが、とても分かりやすく簡潔に且つ効果的にまとめられていて、判りやすかったです。かかりつけ
限定での唾液 PCR や簡易抗原キットをハラハラしながら行っていますが、インフルやそれ以外のウイルス感染
と COVID-19 との違いなど、今日のお話で得たポイントを明日からの外来診療に活用したいと思いました。知
識を得ることの大切さは確かにそうなのですが、過剰な情報の中で何が必要なのか、どこまで必要なのか、どれ
が正しいのか脳内混乱して来るので、正しい知識を得なければと改めて思いました。金沢までは行けない今、こ



れからも是非、Web でのご講演を開催してください。楽しみにしております。ありがとうございました。m(__)m 
●東京都 循環器内科 大学病院勤務医 
勉強になりました。ありがとうございました。また永田先生の Webinar を期待しています！是非、実現願いま
す。 
●東京都 感染症内科 病院勤務医 
文献ベースで数多くのポイントを取り上げて頂いたことで、既知の知識の整理・確認を行えたと同時に新たな知
識も習得できました（特に PCR 関連）。 
また、自験例および他験例も紹介頂き、症例ごとに色々なパターンがあることを改めて認識できました。 
インフルエンザや説明処方箋 0 円の話も良い復習になりました。 
感染症倶楽部 in 金沢（ICIK）や千葉での開催などに何度も参加させて頂いておりますが、全体を通し、いつも
ながら、大変キレイで分かりやすいスライドであり、とても理解しやすかったです。 
仮に、再配信の機会がありましたら、自分の身近の開業医などにも聴講するよう勧めたいです（事前に勧めてお
けば良かったと後悔しております）。 
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
●東京都 放射線科 病院勤務医 
まさに明日からの武器になりました！ありがとうございました。 
●東京都 学校保健師 
大変わかりやすく教えていただき、感謝いたします。実務に生かせる内容で助かります。今後ともよろしくお願
いいたします。 
●東京都 救急医 大学病院医師 
大変勉強になりました。次回も web 開催を期待しております！ 
●東京都 内科医 島診療所医師 
大変勉強になりました！また参加したいです。web 開催ならば参加できます！ 
●東京都 病院薬剤師 大学病院 
感染対策室に所属しています。当院でも PCR 陽性職員、濃厚接触者となる職員がみられますが、休業日数につ
いて、わかっていながらどうしてもクレームが出ることがあり、根拠を示すことを詳細にわかりやすくレクチャ
していただき、今後、説明するうえで、本日のご講演とても参考となりました。ありがとうございました。 
●東京都 感染症医 病院勤務医 
わかりやすい講義をありがとうございました。話のテンポや間のとり方、機材の使い方なども含め、大変参考に
なりました。対面でお目にかかれる日を待ち望んでおります。 
●東京都 膠原病リウマチ内科 病院勤務医 
知識が整理されて非常に勉強になりました！東京からだと金沢での開催のため参加ができませんでしたが、ぜひ
参加させて頂きたいと思いますので、今後もハイブリッド形式などで開催いただければ嬉しいです。 
●東京都 AMR 臨床リファレンスセンター  
わかりやすい講義で知識の整理が出来きて良かったです！ 
●東京都 内科 診療所開業医 
一開業医として知識の整理ができました。デイサービスでクラスタ―発生があり当院の患者さんもその一人とな
りました。受診前にコロナ陽性者が出ていた事また発熱していたことを介護者がパニックになりやすい方で、何
も情報をつたえることなく受診されましたが、トリアージ体制で対処しておりました。こういう場合も考慮しな
がら診療は必要であるとつくづく感じました。先生のご講演は、とても分かりやすく参加できましてよかったで
す。ありがとうございました。 
●東京都 内科 大学病院勤務医 



とてもよかったです。石川県までなかなか行けず、今日初めてお話をきくことができました。また繰り返し聞き
たいですし、スタッフみんなで共有したいと思います。先生がレクチャーしていただけることにより、私がいつ
も長年言っていることが信用してもらえるのではないかと思いました。 
●東京都 呼吸器内科 大学病院勤務医 
臨床視点の講演で、実際に診療する際に大変に役立つ内容であった。 
分かっていること、分からないことを明確にした上で、現在のプラクティスを提示して頂いたことはとても参考
になりました。 
●徳島県 病院薬剤師 
大変有益な講演を聴講させていただき、ありがとうございました。聞き逃した部分もありますので、オンデマン
ドで復習することができれば、幸いに思います。生 WEB 講演によるリアル感と復習できるオンデマンド動画配
信の 2 段階システムは非常に有難いです。よろしくお願いします。 
●栃木県 内科 病院勤務医 
基礎的なことから実践まで、学ぶことが多く、非常に有意義な時間でした。有難うございました！ 
●栃木県 感染認定看護師（ICN）大学病院 
非常にわかりやすかったです！難しいことをわかりやすい言葉にかみ砕いていただき、スライドも音声も非常に
楽しくあっという間でした。今後も学ばせてください。 
●富山県 呼吸器内科 大学病院勤務医 
1 時間 30 分の長時間貴重な講演をいただきましてまことにありがとうございました。口調や速度などとてもわ
かりやすく、様々な職種の方もわかりやすかったです！当院では感染症科と救急部が中心に加療していただいて
おりますが、当院の職員全員がきいてくれたらなと思うような内容でした。 
●富山県 呼吸器内科 診療所開業医 
COVID-19 に関してこれまでの知見の総ざらいができ勉強になりました。永田先生には本講演だけでなくこれま
での情報発信のご尽力も含め大変感謝しております。これまでのインフルエンザ流行時期も同様ですが、やはり
（内科）診断学の基本に従い、病歴から鑑別疾患を考えながら診療を進めることが重要であると思います。 
●富山県 病院薬剤師 
2 年前ぐらいに当院でレクチャーしていただきありがとうございました。COVID-19 やその他の風邪ウイルス感
染症に対して、これまでのデータをまとめて分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。また、い
つか招聘講演お願いします。 
●福井県 消化器内科 病院勤務医 
数年前に当院での講演有難うございました。今回も日々増え続ける文献，情報をわかりやすくまとめていただき，
大変参考になりました．検査だけにたよらず，病歴・身体所見，臨床推論をもとにした診療を今後も大切にして
いきたいと強く思いました．今後とも，ご指導よろしくお願いします． 
●福井県 内科 病院勤務医 
勉強させていただきました。有り難うございました。内科医ですが外来にちらほら症状のある方がきているので、
病気の見極めに症状の順番など使っていこうと思います。引き込まれて 90 分のレクチャーがあっという間でし
た！ 
●福井県 病院薬剤師 大学病院 
数年前に当院での講演有難うございました。改めて、感染予防の重要性を意識致しました。検査方法の違いを知
れて頭の中が整理出来ました。ありがとうございました。 
●福岡県 消化器内科 病院勤務医 
９０分にもわたり詳しく講演してくださり大変ありがたく存じます。 
消化器内科としての日々の診療で、なかなかこういった風邪や COVID19 の新しい知見に触れる機会を与えてく



ださりありがとうございました。 
ご著書の方でもまた勉強させていただきます。 
●福岡県 呼吸器内科/感染制御部 大学病院勤務医   
私は、大学病院で、呼吸器内科医で COVID-19 の入院患者の治療を行っております。感染症内科医がおらず、軽
症、中等症、重症は、すべて呼吸器内科医がみており、疲弊しております。重症例は、集中治療医が全身管理し
ていただいてはいますが。軽症患者は開業医がみて、中等症は、感染症内科医、重症は集中治療医がみるという
先生の発信は、医療崩壊を防ぐ上でも大変素晴らしいお考えだなと思いました。ありがとうございました。 
●福岡県 総合診療科 病院勤務医 
開業医目線のコロナ診療のレクチャーは、これまでなく、初めてであったので非常に斬新で、かつ、非常にわか
りやすくて丁寧な解説でした。 
●福島県 内科 診療所開業医 
非常にわかりやすく実臨床にためになる内容でした。webで永田先生の講演を聞くことができ、大変勉強になり
ました。ありがとうございます。 
●兵庫県 総合内科 病院勤務医 
検査に重きを置いた診療ではなく、的確な問診や所見が新型コロナウイルス感染症だけではなく、他の風邪症候
群、インフルエンザ、また他の疾患を見逃さないようにすることがよくわかり、大変勉強になりました！ 
●兵庫県 小児科 診療所開業医 
非常に面白かったです。そして、fight がわきました！ 
●兵庫県 内科 診療所開業医 
基礎から経験に基づいた内容、明日からの診療に大変役立つものでした。本当に先生の講演に出会えてよかった
です。 
●兵庫県 歯科口腔外科 大学病院勤務医 
非常にこれまでにないくらいわかりやすく、とても有意義な研修会でした。ありがとうございました。 
●兵庫県 小児科 病院勤務医 
長時間にわたりご講演をありがとうございました。非常に具体的にわかりやすく、今後の発熱外来にも活かせま
す。まさに知識で武装して、正しく恐れることを院内のスタッフにも伝えたいと思います。ありがとうございま
した。 
●兵庫県 病院検査技師 
永田先生のご講演はとてもわかり易くて知識を整理するのに大変役立ちました。是非次回も今回の形式で開催い
ただきたいと思いますので是非！ 
●兵庫県 外科 診療所開業医 
本日は有り難うございました。データと臨床症状が多数散りばめられとてもわかりやすい講義で、外来診療目線
で実践的で非常に勉強になりました。 
●兵庫県 精神科 病院勤務医 
入院対応病棟で勤務していますが、非常に分かりやすかったです。感染病棟以外のスタッフへの教育としても本
日の講義や永田先生の資料を活用したいと思います。貴重な講演ありがとうございました。 
●兵庫県 小児総合診療科 病院勤務医 
とても愛らしいスライドで、あっという間に聞き終わってしまいました！ありがとうございました。 
●北海道 総合診療科 病院勤務医 
非常によくまとまった lecture, ありがとうございました。Web なので初めてついに参加できました。 
●北海道 病院薬剤師  
これまでの情報をわかりやすく集約し、どう考え対応していくかのポイントを示していただけて、今後の対策な



どに活用できると思いました。ありがとうございました。 
●北海道 小児科 病院勤務医 
小児を専門にしておりますが、小児のみならず保護者など成人の状況についても網羅的に講演して頂き、大変勉
強になりました。次の機会がありましたら、また是非聴講させて頂ければと思います。 
●北海道 消化器内科 病院勤務医 
PCR が感染性の有無に問わずウイルス量の測定であることを今まであまり意識していなかったので、気づきに
なりました。自分は消化器内科医なので現在前線にたって新型コロナウイルス患者を診察しているわけではあり
ませんが、いつでも必要とされたときに対コロナの対応を取れるよう知識を身につけていきたいと思いました。 
●北海道 総合診療科 病院勤務医 
コロナ、インフル、検査のみで除外し、それ以外を考えないことの危険性が改めて気づかされました。ありがと
うございました。 
●和歌山県 内科 病院勤務医 
こでまで、まとまったきちんとした情報を得ることが出来なかったので、非常に良かったです。ありがとうござ
いました。 


