
■ 前編/DVD 各巻価格
￥7,980（本体価格￥7,600）

■ 前編/DVD 全５０巻セット価格
￥399,000（本体価格￥380,000）

VOL.01 糖 尿 病 44分

加藤 光敏 加藤内科クリニック 院長
糖尿病は、一度かかってしまうと一生付き合っていかなければなら
ない上、様々な合併症を引き起こします。勉強熱心で病院内外から
信頼の厚い、加藤光敏先生の診察・治療を紹介します。

VOL.02 くも膜下出血 43分

堤 一生 公立昭和病院 脳神経外科 医長
くも膜下出血は、脳内出血の中で唯一増加傾向にあり、その原因の
多くは脳動脈瘤の破裂です。冷静で経験豊富そして熱いハートの
持ち主である、堤一生先生の治療・予防手術を紹介します。

VOL.03 腰 痛（腰部脊柱管狭窄症）43分
四宮 謙一 東京医科歯科大学医学部附属病院 整形外科 教授
腰痛には、慢性や急性、一時的なものから手術が必要なものまで
様々な種類があり、状態の見極めと適切な治療が不可欠です。年
間２００件以上の手術を行い、脊椎・脊髄治療の第一人者と言われる
四宮謙一先生の治療・手術を紹介します。

VOL.04 大腸ポリープ 42分

工藤 進英 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター 教授
大腸ポリープは、自覚症状がない上、放っておくとがんになる可能
性もあります。内視鏡を駆使した大腸がんの早期発見・治療で世界
的に知られている、工藤進英先生を紹介します。

VOL.05 緑 内 障 41分

新家 眞 東京大学医学部附属病院 眼科 教授
緑内障は、自覚症状がなく、放っておくと視野が狭くなり失明につな
がります。最先端の検査機器のデータを分析して行う治療で第一人
者と言われている、新家眞先生の治療・手術の現場を紹介します。

VOL.06 睡眠時無呼吸症候群 41分

成井 浩司 虎の門病院 睡眠センター センター長
睡眠時無呼吸症候群は、夜寝ているときに呼吸が停止して、放って
おけば心筋梗塞などを引き起こすこともあります。睡眠障害につい
て全国でも屈指の施設を持つ病院で行われている、この病気治療
の第一人者、成井浩司先生による治療の様子を紹介します。

VOL.07 膝の痛み（変形性膝関節症）42分
龍 順之助 日本大学医学部附属板橋病院 整形外科 主任教授
年をとるとともに痛む膝…あまりに症状が進むと手術が必要な場
合もあります。人工関節を自ら開発し、膝関節治療のスペシャリス
トである、龍順之助先生による治療・手術を紹介します。

VOL.08 更年期障害 43分

麻生 武志 東京医科歯科大学医学部附属病院 周産女性診療科 主任教授
更年期障害は、女性ホルモンの不足で起きると言われていますが、
生活習慣病と深い関係にあり、最近では３０代でかかる方も珍しくあ
りません。高い評価を受けている更年期外来システムと、麻生武志
先生の治療を紹介します。

VOL.09 三叉神経痛 48分

永田 和哉 NTT東日本関東病院 脳神経外科 部長
三叉神経痛は、顔面神経痛とも呼ばれ痛みが大変強く、酷い時には
食事も摂れず喋ることすらできなくなります。完治は不可能とも言
われてきました。この病気の手術療法を確立した、永田和哉先生の
治療・手術を紹介します。

VOL.10 肺 が ん 48分

加藤 治文 東京医科大学病院 外科第１講座 主任教授
肺がんは、早期発見が難しく、がんの中で死亡率・死亡者数共に１位
を占め、患者数はさらに増加傾向にあります。世界をリードする医
療機器の開発にも携わっている、加藤治文先生の診察・治療の現場
を紹介します。

VOL.1 1 大 腸 が ん 42分

森 武生 東京都立駒込病院 外科 院長
大腸がんは、近年急速に患者数が増えていますが、早期のものでは
自覚症状がほとんどありません。自他共に認める最先端の知識と
技術を併せ持つ、森武生先生の患者の立場に立った治療と手術の
現場を紹介します。

VOL.12 脳下垂体腫瘍 48分

寺本 明 日本医科大学付属病院 脳神経外科 主任教授
脳下垂体腫瘍は、脳腫瘍の２０％近くを占め、放っておけば死に直結
します。これまで１,５００以上の手術を行い、死亡率ゼロという、寺本
明先生の治療・手術の現場を紹介します。

VOL.13 高 血 圧 症 43分

富野 康日己 順天堂大学医学部附属順天堂医院 腎・高血圧内科 教授
高血圧症は、日本国民の４人に1人が発症していると言われ、心筋
梗塞や脳梗塞、糖尿病など様々な合併症のおそれのある病気で
す。細やかな診察と血圧コントロールのスペシャリスト、富野康日
己先生の治療現場を紹介します。

VOL.14 骨粗しょう症 48分

勝呂 徹 東邦大学医学部付属大森病院 整形外科 教授
骨粗しょう症は、年齢とともに骨量が減少し、最終的に骨がすかす
かの状態になる病気です。この病気の予防から、勝呂徹先生の最
新機器を使用しての検査、骨折してしまったときの高度な手術ま
で、個々のケースにあわせた治療を紹介します。

VOL.15 乳 が ん 48分

中村 清吾 聖路加国際病院 外科（乳がんクリニック）医長
乳がんは、初期症状がないため放置されやすく、３０歳～６０歳の女
性のがん死亡原因のトップを占めています。しかし近年、早期発見・
早期治療のための技術が急激に進化しています。新しい考え方と
方法で治療の最前線で活躍する、中村清吾先生を紹介します。

VOL.16 心 筋 梗 塞 43分

天野 篤 順天堂大学医学部附属順天堂医院 心臓血管外科 教授
心筋梗塞は、日本人の死因の３大疾患のひとつである心臓病の半
分近くを占めています。先進的かつ効率的な手術で信頼の厚い、
天野篤先生の治療・手術の現場を紹介します。

VOL.17 胆 石 42分

炭山 嘉伸 東邦大学医学部付属大橋病院 外科学第３講座 教授
胆石症は、自覚症状のないものから痛みを伴うものまで症状は
様々で、がんを引き起こす可能性もあります。炭山嘉伸教授の治
療・手術の現場を紹介します。

VOL.18 股関節の痛み（変形性股関節症）43分
宮岡 英世 昭和大学病院 整形外科 主任教授
変形性股関節症は、初期には膝や腰に痛みが現れることもあり、発
見が遅れてしまうことも多くあります。股関節治療の専門医、宮岡
英世先生が執刀する手術を紹介します。

VOL.19 リ ウ マ チ 48分

竹内 勤 埼玉医科大学総合医療センター 第２内科 教授
リウマチは、その原因・メカニズムや予防法など未だにわかってい
ないことが多いため、難病とも言われています。千差万別な症状を
持つリウマチの検査から診断まで、個々のケースに合わせた治療を
施す、竹内勤先生を紹介します。

VOL.20 胃 が ん 48分

小西 敏郎 NTT東日本関東病院 外科 部長
胃がんは、自覚症状が少ないため、知らないうちに進行しているこ
ともあると言います。年間１００件を超える手術を行いながら患者中
心の最先端医療システムの普及に努める、小西敏郎先生の手術を
紹介します。

VOL.21 肝 が ん 48分

幕内 雅敏 東京大学医学部附属病院 肝・胆・膵外科 教授
肝臓がんは、初期の自覚症状が殆どなく、知らぬ間に進行すること
も多い病気です。数々の手術法を開発し世界的にその名を知られ
る、幕内雅敏先生が担当する肝臓の8割を切除する大手術の技術
を紹介します。

VOL.22 脳 梗 塞 48分

内山 真一郎 東京女子医科大学病院 脳神経センター 神経内科 教授
脳梗塞は、突然襲ってくる脳卒中の原因の７割以上を占め、年間５０
万人以上がかかっていると言われています。徹底的な検査で予防・
早期発見し高い評価を受けている、内山真一郎先生の脳ドックを紹
介します。

VOL.23 不 整 脈 48分

小川 聡 慶應義塾大学病院 循環器内科 教授
不整脈は、突然襲い掛かることもあり、心臓突然死の原因のおよそ
７０%を占めます。日本の不整脈治療の先駆け的存在、小川聡先生
の診察・手術の現場を紹介します。

VOL.24 先天性心疾患 　48分

黒澤 博身 東京女子医科大学病院 心臓血管外科 主任教授
先天性心疾患は、病と必死に闘う子供達の命を容赦なく奪おうとし
ます。３０００人以上の子供の心臓手術を手掛け、世界的にも高い評
価を受ける黒澤博身先生の治療と、驚異的に回復した少女と支え
続けた家族の様子を紹介します。

VOL.25 尿 路 結 石 44分

山口 邦雄 横浜労災病院 泌尿器科 部長
尿路結石は、ほんの数ミリの石が、この世とも思えない痛みを引き
起こし、放っておくとがんにもなりかねない病気です。最先端の設
備と最高の技術で、患者さんに優しい治療を実践する専門医、山口
邦雄先生の治療現場を紹介します。

VOL.26 気 胸 48分

栗原 正利 日産厚生会玉川病院 気胸研究センター センター長
気胸は、突然肺に穴が開いて呼吸困難に陥り、最悪の場合は生死に
関わることもあります。年間３００件以上もの手術を行い、再発率も
驚くべき低さを誇る第一人者、栗原正利先生の手術の様子を紹介
します。

VOL.27 狭 心 症 48分

青木 直人 大和成和病院 循環器内科 部長
日本人の死因として２番目に多いのが心臓疾患です。中でも突然
死を招く狭心症は、年々患者数が増えています。年間２５０件ものカ
テーテル治療を行っている、青木直人先生の外来・救急治療を紹介
します。

VOL.28 子 宮 が ん 48分

竹田 省 埼玉医科大学総合医療センター 産婦人科・総合周産期母子
医療センター 教授
子宮がんは、初期症状はほとんどなく、年間およそ５千人が子宮が
んで亡くなっていると言われています。子宮がんの専門医、竹田省
先生の診療の様子や手術を紹介します。

VOL.29 心臓弁膜症 48分

中野 清治 ＮＴＴ東日本関東病院 心臓血管外科 部長
心臓弁膜症は、心筋梗塞や狭心症に次いで多い心臓病で、自覚症
状が出ない場合もあり、放っておくと突然死を招きかねません。弁
膜症専用外来を設けるなどし、年間１６０件もの手術を行う第一人
者、中野清治先生の治療現場を紹介します。

VOL.30 椎間板ヘルニア　43分

佐藤 浩一 済生会川口総合病院 整形外科 副院長
椎間板ヘルニアは、起き上がることのできないほどの痛みに襲わ
れ、手術の必要な場合も少なくありません。患者さん本位の診療を
モットーに、日々の診察に取り組むスペシャリスト、佐藤浩一先生の
治療現場を紹介します。

VOL.31 痔 　48分

金井 忠男 所沢肛門病院 院長
痔の患者数は、日本人の３人に１人とも言われ、その症状は様々あ
り、それぞれに合った治療が重要です。年間１,８００件以上の手術を
行う肛門病院の院長として高い評価を得ている、金井忠男先生の
診察・手術現場を紹介します。

VOL.32 前立腺がん 　47分

窪田 吉信 横浜市立大学附属病院 泌尿器科 教授
前立腺がんは、高齢者のがんと言われ、自覚症状がなく、身体の異
変に気付いた時には全身に広がっていることもあります。遺伝子研
究でも世界のトップレベルと言われている、窪田吉信教授の診察・
手術現場を紹介します。

VOL.33 五 十 肩 　47分

筒井 廣明 昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 院長
突然痛みに襲われ腕があがらなくなる五十肩は、４０～５０代に多く
発症する為にそう呼ばれています。近年は若年層にも増えていま
す。日本肩関節学会幹事であり、肩関節治療のスペシャリスト、筒井
廣明先生の診察・手術現場を紹介します。

VOL.34 水 頭 症 　46分

新井 一 順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経外科 教授
水頭症は、頭の中にたまった水が脳を圧迫し、めまいや吐き気など
の症状が現れ、治療が遅れれば脳に障害が残ることもある病気で
す。幅広い年代の患者の診察にあたる脳神経外科医、新井一先生
の治療に全力を傾ける姿を紹介します。

ドクターズ・アイ

医者がすすめる専門医・前編
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医者がすすめる専門医・後編

VOL.35 加齢黄斑変性症　47分

湯沢 美都子 駿河台日本大学病院 眼科 副院長
加齢性黄班変性症は、欧米先進国では失明原因のトップとなってい
て、近年日本でも急激に患者数が増えていますが、発症を予防す
ることができません。様々な機器を使用しての徹底した検査、そ
して話題の最先端技術を駆使した湯沢美都子先生の治療現場を
紹介します。

VOL.36 脳 腫 瘍 　47分

藤井 清孝 北里大学病院 脳神経外科 教授
脳腫瘍は、自覚症状も千差万別で、単なる頭痛だと放っておけば死
に直結することもあると言います。今までに２,０００件以上もの患者
さんを診察し、脳神経の全てを知りつくすエキスパート、藤井清孝
先生の最先端の治療現場を紹介します。

VOL.37 脳 動 脈 瘤 　46分

村山 雄一 東京慈恵会医科大学附属病院 脳血管内治療センター セ
ンター長
脳動脈瘤は、自覚症状がほとんどないまま脳の血管にできる瘤で、
破裂するとくも膜下出血を引き起こし死に至ることもあります。自
ら治療を研究開発し、カテーテル治療に挑む村山雄一先生を紹介
します。

VOL.38 鼠径ヘルニア 　47分

小山 勇 埼玉医科大学病院 消化器・一般外科 教授
鼠径ヘルニアは、通称、脱腸と呼ばれ甘く見られがちですが、放置
しておくと腹膜炎を併発し、命をも落としかねません。唯一の治療
法は手術ですが、近年新たな方法が開発され画期的に進歩してい
ます。その手術法を日本で最初に始め、多くの実績と巧みな技術を
持つ小山勇先生を紹介します。

VOL.39 パーキンソン病 　47分

高橋 宏 東京都立神経病院 脳神経外科 副院長
パーキンソン病は、推定１０万人がかかっていると言われる難病の
ひとつで、原因もわからず完治する方法もまだ見つかっていませ
ん。高橋宏先生を中心にした画期的な診療体制や、関係者すべて
が参加する最新の外科手術の様子を紹介します。

VOL.40 網 膜 剥 離 　47分

樋田 哲夫 杏林大学医学部付属病院 アイセンター（眼科）教授
網膜剥離は、老化現象などによって網膜が剥がれて場合によっては
失明してしまうこともあるものの、発症を予防することができませ
ん。長年の経験に裏打ちされた診断と治療で内外から高い評価を
得ている日本眼科医の顔、樋田哲夫先生の医療現場を紹介します。

VOL.41 ホームドクター①・② 48分

喜多村 一幸 喜多村脳神経クリニック 院長
大川 洋二 大川こども＆内科クリニック 院長
いざという時気軽に相談できる「かかりつけ医」ホームドクターは、
専門領域はもとより健康アドバイザーとして欠かせない存在です。
４人に１人と言われる頭痛患者を救う喜多村一幸先生と、１日に１００
人以上の子どもと触れ合い、その成長を支える大川洋二先生を紹
介します。

VOL.42 舌 が ん 　48分

岸本 誠司 東京医科歯科大学医学部附属病院 頭頸部外科 教授
舌がんは、比較的若い年齢での罹患率も高く、進行状態によっては
言葉を話す機能や味覚などを失う可能性があります。患者さん本
位の治療を徹底的に追求し病院独自の医療体制を確立した、岸本
誠司先生の医療現場を紹介します。

VOL.43 心 筋 症 　48分

磯村 正 葉山ハートセンター 心臓血管外科 名誉院長
心筋症は、心臓が風船のように大きく膨らんで、場合によっては突然
死を引き起こすこともある、ひと昔前までは移植しか治療法はない
と言われた難病です。今まで３,０００件以上の手術を手がけ、最新の
設備と最高峰の技術でこの難病と戦う、磯村正先生を紹介します。

VOL.44 変形性頸椎症 　48分

阿部 俊昭 東京慈恵会医科大学附属病院 脳神経外科 主任教授
変形性頸椎症は、老化によって変形した骨が脊髄や神経を圧迫し
手足がしびれ、そのまま放っておくと歩けなくなったり、排便排尿の
調節もできなくなる病気です。頸椎症治療で患者さんから絶大な
信頼を得ている、阿部俊昭先生を紹介します。

VOL.45 膀 胱 が ん 　48分

森山 正敏 横浜市立市民病院 泌尿器科 部長
膀胱がんは、年々増加傾向にあるものの、発生原因などは解明され
ていない点が多く、再発率が非常に高い病気です。泌尿器の治療
に従事して２６年、森山正敏先生の最新の医療現場を紹介します。

VOL.51 腎 不 全 48分

東間 紘 東京女子医科大学病院 泌尿器科 院長
腎不全は、腎臓が血液の老廃物を排出できずに、全身に毒が蔓延す
る病気です。これまで２,０００件以上の腎臓移植手術を手がけた、東
間紘先生の最先端の治療を紹介します。

VOL.52 中 耳 炎 48分

森山 寛 東京慈恵会医科大学附属病院 耳鼻咽喉科 教授
中耳炎は、大人の患者も多く、脳障害・神経障害を引き起こすこと
があります。１１３年の歴史を持つ耳鼻咽喉科のトップ、森山寛先生
の最新の医療現場を紹介します。

VOL.53 骨 肉 腫 43分

川口 智義 癌研究会有明病院 整形外科 部長
骨のがんとも呼ばれる骨肉腫は、多くは１０代で発症し、患部を切除
しても転移する可能性が高い病気です。４０年のキャリアを持ち、手
足を切断しない治療に情熱を注ぐ、川口智義先生を紹介します。

VOL.54 口唇口蓋裂 48分

保阪 善昭 昭和大学病院 形成外科 部長
口唇口蓋裂は、上唇や上顎が左右に分かれている先天性異常で、
言語障害や摂食障害につながることも多く、５００人に一人の割合
で発症します。日本を代表する技術を持つ、保阪善昭先生の手術
現場を紹介します。

VOL.55 喉 頭 が ん 48分

西嶌 渡 埼玉県立がんセンター 頭頸部外科 部長
喉頭がんは、タバコとお酒が大きな要因で、年間約３,０００人が発
症しており、発見が遅れると声を失ってしまう危険もあります。
１,０００例以上の治療を行い、国内外から高い評価を受けている、西
嶌渡先生の医療現場を紹介します。

VOL.46 閉塞性動脈硬化症　48分

梶原 博一 神奈川県立循環器呼吸器病センター 心臓血管外科 部長
閉塞性動脈硬化症は、足の動脈がつまり歩けなくなって壊死をも起
こします。心筋梗塞や、脳梗塞などの合併症を誘発し、５年生存率は
大腸がんよりも悪い命に関わる病気です。様々な治療法を駆使し
てこの病気と闘う、梶原博一先生を紹介します。

VOL.47 胸部大動脈瘤 　48分

井元 清隆 公立大学法人 横浜市立大学附属市民総合医療センター 心
臓血管センター（外科）助教授
胸部大動脈瘤は、人間の体の中で最も太い血管にできる瘤です。
ほとんどの場合自覚症状がなく、もし瘤が破裂すると命を落とすこ
ともあります。年間およそ１２０例もの手術を手がける、井元清隆先
生の治療現場の最前線を紹介します。

VOL.48 皮 膚 が ん 　48分

大原 國章 虎の門病院 皮膚科 部長
皮膚がんは、紫外線が発症原因の1つと言われ、オゾン層の破壊で
近年急増しています。痛みやかゆみが伴わないことが多く、がんだ
と気付かないこともあります。長年の経験に裏打ちされた診断と
治療で内外から高い評価を得ている、大原國章先生の医療現場を
紹介します。

VOL.49 前立腺肥大症 　48分

北見 一夫 藤沢市民病院 泌尿器科 部長
前立腺肥大症は、７０代以上の７割が発症すると言われる男性特有
の病気で、放っておくと腎不全や尿毒症を合併して、命を落とすこ
ともあります。今まで１,５００件以上の手術を手がけ、厚い信頼と高
度なテクニックで立ち向かう、北見一夫先生を紹介します。

VOL.50 スポーツ整形 　48分

山田 勝久 横浜南共済病院 整形外科 院長
スポーツのハードな練習や運動中の激しいショックにより骨などに
起こる障害は、プロやアマチュア選手のみならず発育期の子供達
にも注意が必要です。プロ野球のチームドクターなども務めるス
ポーツ整形の第一人者、山田勝久先生の治療現場を紹介します。

VOL.56 顔面神経麻痺　48分

波利井 清紀 杏林大学医学部付属病院 形成外科・美容外科 科長
顔面神経麻痺は、突然顔の自由がきかなくなり、治療が遅れれば
後遺症が残ってしまう可能性もあります。世界初の手術法を開発
し、その類まれな技術で患者に笑顔を取り戻す、波利井清紀先生
を紹介します。

VOL.57 乳 が ん　 46分

福間 英祐 亀田メディカルセンター 乳腺外科 部長
乳がんは、年間３万人、日本人女性の３０人に一人が発病し、２００５年
には死者数が1万人を超えました。がん切除と同時に乳房の再建
を可能にしたパイオニア、福間英祐先生を紹介します。

VOL.58 動脈硬化 48分

三角 和雄 千葉西総合病院 心臓センター 院長
動脈硬化は、心筋梗塞や脳梗塞などの原因となり、死亡者数はがん
をも上回ります。近年主流となっているカテーテル治療において、
世界屈指の経験と先端技術を有する三角和雄先生を紹介します。

VOL.59 脳腫瘍（サイバーナイフ）47分

清水 庸夫 関東脳神経外科病院 脳神経外科 院長
脳腫瘍は、年間１万人以上に発症し、自覚症状もさまざまで、単な
る頭痛だと放っておけば死に至ります。新たな治療を切り拓く清
水庸夫先生と、世界が注目する最先端の「サイバーナイフ治療」を
紹介します。

VOL.60 重症下肢虚血 48分

小室 一成 千葉大学医学部附属病院 循環器内科 副院長
重症下肢虚血は、血管がつまって血流が滞り、下半身の壊死を引
き起こす病気です。血管と組織を再生させる最先端の治療をおこ
なう、小室一成先生の治療現場を紹介します。

VOL.61 白内障 48分

栗原 秀行 栗原眼科病院 院長
白内障は、水晶体が濁る病気で、４０歳以上の人になら誰にでも起こ
りうる老化現象のひとつです。全国に１０万人以上の患者がいるこの
病気治療の第一人者、栗原秀行先生の最新の治療法を紹介します。

VOL.62 腎がん 48分

木原 和徳 東京医科歯科大学医学部附属病院 泌尿器科 科長
腎がんは、年間１万人以上に発症し、およそ４,０００人が死に至るとい
われています。患者への負担を最小限におさえるために画期的な
手術法を開発し、国内外から高い評価を得ている、木原和徳先生の
医療現場紹介します。

VOL.63 ホームドクター③・④ 47分

楠 俊雄 哲学堂くすのき皮膚科 院長/唐澤 秀武 からさわクリニック 院長
いざという時気軽に相談できる「ホームドクター」は、専門領域は
もとより健康アドバイザーとしても欠かせない存在です。５人に
一人といわれる水虫患者を救う楠俊雄先生と、次世代の医療とし
て注目されるペインクリニックの唐澤秀武先生を紹介します。

VOL.64 急性心筋梗塞48分

水野 杏一 日本医科大学千葉北総病院 内科 副院長
急性心筋梗塞は、心臓の血管がつまり、突如心肺停止に至る、二度
と助からない病気として、かつては恐れられていました。救急救
命治療の最前線で闘う、水野杏一先生の最先端の医療現場を紹介
します。

VOL.65 顎 変 形 症 48分

青木 紀昭 済生会横浜市南部病院 口腔外科 部長
顎変形症は、顎の骨が変形して、しっかり噛み合わせることがで
きないため、胃に負担がかかったり、頭痛、肩こりの原因になった
りします。患者の気持ちを第一に、１,０００例以上の手術を手がけ
た、青木紀昭先生を紹介します。

VOL.66 心 筋 症 48分

須磨 久善 心臓血管研究所付属病院 心臓血管外科 スーパーバイザー
心筋症は、心臓の筋肉が動かずに突然死を引き起こす病気で、最
近まで移植でしか治療法がないといわれた難病です。独自の手術
法を開発し、また天才的な手術テクニックを持つ、須磨久善先生
を紹介します。

VOL.67 糖 尿 病 48分

西川 哲男 横浜労災病院 副院長
糖尿病は、推定患者数７４０万人、予備軍まで含めると１,６２０万人と
いう国民病です。合併症をおこすと、失明や神経障害の危険もあ
ります。患者一人ひとりのライフスタイルに合わせた治療にあた
る、西川哲男先生を紹介します。
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VOL.68 熱 傷 再 建 47分

百束 比古 日本医科大学付属病院 形成外科 部長
火や熱による火傷には、人生を左右するような深刻なケースも珍
しくありません。これまでに５００人以上の皮膚を再生した形成外
科の第一人者で、世界トップレベルの技術を持つ、百束比古先生
の手術を紹介します。

VOL.69 眼 腫 瘍 48分

小島 孚允 さいたま赤十字病院 副院長
眼腫瘍は、近年増加傾向にあり、悪性の場合は転移して命に危険
を及ぼすこともあります。また、子どもにしか罹らない種類もあ
るのです。この病気治療の第一人者、小島孚允先生の最新の手術
現場を紹介します。

VOL.70 救 急 医 療 48分

益子 邦洋 日本医科大学千葉北総病院 救命救急センター センター長
昼夜を問わず突然襲ってくる病気や事故で一刻を争う時に、頼り
になるのが「救急医療」です。最先端の救急医療体制で、失われつ
つある命を救おうと日夜奔走する、益子邦洋先生を紹介します。

VOL.71 小 児 外 科 47分

橋都 浩平 東京大学医学部附属病院 小児外科 科長
病気を患って生まれた子どもたちの中には、一生その病気と向き
合って過ごすケースも珍しくありません。子どもたちと共に病気
に立ち向かい、幼い命を救い続ける小児外科の第一人者、橋都浩
平先生を紹介します。

VOL.72 尿失禁・性器脱 48分

島田 誠 昭和大学横浜市北部病院 泌尿器科 診療科長
くしゃみや咳で尿が漏れてしまう尿失禁や、子宮や膀胱が膣から
飛び出てしまう性器脱は、中高年に多く見られる病気です。最も
早く女性向けの泌尿器外来を開設し、国内最先端手術をおこな
う、島田誠先生を紹介します。

VOL.73 小 腸 疾 患 48分

山本 博徳 自治医科大学附属病院 消化器センター内科 助教授
長さ７メートルにも及ぶ小腸は、検査も困難で医学的にも研究が
遅れていたため、小腸の病気は手遅れになってしまうこともしば
しばでした。画期的な内視鏡を開発し、暗闇に光を当てた山本博
徳先生を紹介します。

VOL.74 補助人工心臓 48分

山嵜 健二 東京女子医科大学病院 心臓病センター 心臓血管外科 講師
重篤な心臓病患者を救う人工心臓開発を、１０年以上続けてきた山
嵜健二先生と、初めておこなわれた国産の「補助人工心臓」の埋め
込み手術の様子を紹介します。

VOL.75 膀 胱 が ん 47分

堀江 重郎 帝京大学医学部附属病院 泌尿器科 診療科 科長
膀胱がんは、死者年間５,０００人を超え、その数は増加傾向にありま
す。発生原因は解明されていない点が多く、再発率も非常に高い
病気です。高度な技術でこれまで３,０００件以上の手術をおこなっ
ている、堀江重郎先生を紹介します。

VOL.76 胃 が ん 48分

三木 一正 東邦大学医療センター大森病院 消化器センター センター長
胃がんは、がんの中では死亡率第２位で、進行すると恐ろしい病気
ですが、早期発見すればほぼ１００％の高い治療効果が期待できま
す。内視鏡でこの病気と闘う、三木一正先生を紹介します。

VOL.77 聴神経腫瘍 48分

塩川 芳昭 杏林大学医学部付属病院 脳神経外科 科長
聴神経腫瘍は、耳の神経にできる脳腫瘍のひとつで、長い年月を
かけて聴力を蝕みながら成長し、最悪の場合には死に至る病気で
す。「患者さんの人生を治す」をモットーに手術をおこなうエキス
パート、塩川芳昭先生を紹介します。

VOL.78 甲状腺がん 48分

高見 博 帝京大学医学部附属病院 外科・内分泌科 教授
甲状腺がんの患者のおよそ８０％は女性といわれ、２０代でもかかる
病気です。これまで負担が大きかった手術を、患者にやさしい手
術に変えた、この病気治療の第一人者、高見博先生を紹介します。

VOL.79 胃 が ん 48分

古河 洋 市立堺病院 院長
胃がんは、年間およそ３０万人がかかるといわれ、年間５万人以上が
命を落としています。４,０００件以上の手術を手がけ、悪性度の高
いスキルス胃がんと闘い、最新の化学療法の開発にも取り組む、
古河洋先生を紹介します。

VOL.80 手の外科 48分

石突 正文 土浦協同病院 整形外科 副院長
人間の機能で最もよく使われる部分のひとつである手に起こる、
痛みや麻痺、切断といった機能障害を治療するスペシャリスト、
石突正文先生の診察と手術現場を紹介します。

VOL.81 腎 が ん 48分

東原 英二 杏林大学医学部付属病院 泌尿器科 教授
腎がんは、年間１万人に発症し、およそ４千人が死に至るといわれ
ます。初期症状がほとんど現れないため、発見が遅れてしまうこ
ともあります。内視鏡手術のパイオニアと呼ばれ、国内外から高
い評価を受ける、東原英二先生を紹介します。

VOL.82 C 型 肝 炎 47分

泉 並木 武蔵野赤十字病院 消化器科 部長
C型肝炎は、日本におよそ２００万人の感染者がいるといわれ、自覚
症状がほとんどないため、放っておくと肝硬変、肝がんへと移行
してしまいます。からだへの負担が少ない最先端の治療で世界的
に知られる、泉並木先生を紹介します。

VOL.83 尿 路 結 石 48分

奴田原 紀久雄 杏林大学医学部付属病院 泌尿器科 教授
尿路結石は、膵炎や心筋梗塞と並んで三大激痛のひとつといわ
れ、放っておくとがんにも発展する恐ろしい病気です。「何事もい
つも全力投球」をモットーに、患者に優しい治療を実践する、奴田
原紀久雄先生を紹介します。

VOL.84 髄 膜 腫 48分

松村 明 筑波大学附属病院 脳神経外科 診療グループ長
髄膜腫は、脳腫瘍の４分の１を占め、脳のどこからでも発生し、症状
も千差万別で命にかかわることもあります。ハイテクを駆使して
この病気と闘うスペシャリスト、松村明先生を紹介します。

VOL.85 咬 合 治 療 47分

後藤 脩 後藤歯科医院 院長
咬合治療とは、歯の噛み合わせに対しておこなう治療のことで
す。たかが噛み合わせと甘く見られがちですが、思わぬ障害を引
き起こすこともあるのです。この病気治療で大きな成果をあげて
いる、後藤脩先生の最新の治療現場を紹介します。

VOL.86 蓄 膿 症 48分

富谷 義徳 東京慈恵会医科大学附属柏病院 耳鼻咽喉科 診療部長
蓄膿症は、鼻の空洞に膿がたまってしまい、激しい鼻づまりを起
こします。放っておくと、においが一生嗅げなくなったり、視覚障
害を招くこともあります。患者本位の治療と、高度な内視鏡テク
ニックでこの病気に挑む、富谷義徳先生を紹介します。

VOL.87 ホームドクター⑤・⑥ 48分

藤原 芳人 ふじわら小児科 院長/里見 佳昭 里見腎・泌尿器科 院長
子どもへの影響を考え、大人の禁煙指導もおこなう小児科のホー
ムドクター、藤原芳人先生と、腎･泌尿器科のスペシャリストで、
開業してわずか８年で地元の人たちから篤い信頼を得ているホー
ムドクター、里見佳昭先生を紹介します。

VOL.88 糖 尿 病 48分

土井 邦紘 土井内科 院長
一生つきあわなくてはならない糖尿病の治療で重要なのは、医師
と患者の信頼関係です。積極的に患者とコミュニケーションをは
かり、生活改善を中心に診療する、土井邦紘先生を紹介します。

VOL.89 膵 が ん 48分

有井 滋樹 東京医科歯科大学医学部附属病院 肝胆膵外科 教授
膵がんは、「２１世紀に残された難病」といわれ、年間２万人以上の人
が亡くなっています。これといった症状がない上に、診断が難し
く、知らない間に進行している場合が多いのです。国内外から高い
評価を得ている、有井滋樹先生の手術現場を紹介します。

VOL.90 難  聴 48分

加我 君孝 東京大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科 科長
難聴は、６５歳以上になるとほとんどの人がかかり、患者数は２千万
人といわれています。患者の聴力を取り戻し、さらに耳を形成する
という、診療科の垣根を超えた、加我君孝先生の世界でも稀な合同
手術を紹介します。

VOL.91 脳 動 脈 瘤 48分

佐野 公俊 藤田保健衛生大学病院 脳神経外科 主任教授
脳動脈瘤は、脳の動脈が枝分かれする所にできる血管の瘤で、く
も膜下出血の原因となります。２,８００例近くの手術をおこない、
世界記録にも認定されたこの病気治療のエキスパート、佐野公俊
先生を紹介します。

VOL.92 食 道 が ん 48分

塩崎 均 近畿大学医学部附属病院 院長
食道がんは、がんの中でも悪性度や転移の危険性が高く、年間１万
人以上が亡くなっています。１,２００例以上の手術を手がけ、声を
残せる手術法を開発した、この病気治療の第一人者、塩崎均先生
を紹介します。

VOL.93 糖尿病網膜症 47分

小沢 忠彦 小沢眼科内科病院 院長
糖尿病網膜症は、糖尿病の三大合併症のひとつで、自覚症状はほ
とんどなく、放っておくと失明してしまいます。眼科に糖尿病専
門の内科を併設して治療にあたる、小沢忠彦先生を紹介します。

VOL.94 卵 巣 が ん 48分

吉川 裕之 筑波大学附属病院 産科婦人科 診療科長
卵巣がんは早期発見が難しく、かなり進行してから見つかるた
め、生存率は５０％以下といわれます。４００例以上の手術を手がけ、
転移しやすく、根絶治療の難しいこの病気と根気強く闘う、吉川
裕之先生を紹介します。

VOL.95 大 腸 が ん 48分

小西 文雄 自治医科大学附属大宮医療センター 一般消化器外科 教授
大腸がんは、この１０年で急速に増え、年間およそ４万人が命を落と
しています。最近注目を集めている、切開せずにがんを摘出する
最新の腹腔鏡手術をおこなうスペシャリスト、小西文雄先生を紹
介します。

VOL.96 胃 が ん 48分

北島 政樹 慶應義塾大学病院 一般・消化器外科 教授
胃がんは、日本ではがんの中で患者数が最も多く、肺がんに次いで
多くの人が亡くなっています。王監督の主治医で、腹腔鏡治療のス
ペシャリストでもある、北島政樹先生の手術現場を紹介します。

VOL.97 インプラント 47分

波多野 尚樹 波多野歯科医院 院長
インプラントとは、一度失うと二度と生えてこない永久歯を、永
久に失うことのない第二の永久歯にする治療です。この治療の最
前線で活躍する、波多野尚樹先生を紹介します。
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いつ襲ってくるか分からない“病”、それはあらゆる人々にとって最大の関心事です。この番組は、そん
な病を“予防”し、もしかかってしまった時にはどう“克服”していくかを紹介する「医療情報番組」です。

●　●　番  組  の  内  容　●　●
■ 名医がすすめる専門医　医者と患者の最も幸福な関
係は両者の間に揺ぎない信頼感が存在することだと、私たちは
考えます。番組では、医師として深い見識と豊富な経験を持つ
名医が“もし自分が患者になったら”どんな医師や医療機関に
かかるかをインタビューし、その結果に基づいて専門医たちの
医療現場を紹介していきます。

■ 病を知ること　コンピューターグラフィックスによる手法
で、病気発生のメカニズムを徹底分析。さらに、それを予防する
にはどうすればいいのか、その病気にかかる危険度のチェック、
病気にならないための食事など予防法を紹介します。

■ 司 会：山本 文郎 / 長岡 杏子（ＴＢＳアナウンサー）
■ 解 説：松井 宏夫（医学ジャーナリスト)

■ 前編/DVD 各巻価格 ￥7,980（本体価格￥7,600）
■ 前編/DVD 全５０巻セット価格 ￥399,000（本体価格￥380,000）
■ 後編/DVD  各巻価格 ￥7,980（本体価格￥7,600）
■ 後編/DVD 全４７巻セット価格 ￥375,060（本体価格￥357,200）
■ DVD 全９７巻セット価格 ￥774,060（本体価格￥737,200）

■ 製作著作：株式会社 ビーエス・アイ

■ 製作著作：株式会社 東放制作

■ 総発売元：株式会社 医学映像教育センター

■ 全97巻




