
平成 25年度 川越市学術講演会予定表  （平成 25年 6月分） 

日  時 演題 及び 講師 会  場 

 

 

 

 

 

6月 6日（木） 

PM7：15～ 

≪オープニングリマークス≫ 

ひろせクリニック     院長  廣瀬 哲也 先生 

座長：  元山クリニック    院長 元山  猛  先生 

『心疾患患者におけるＲＡＡＳの重要性 

～アルドステロンブレイクスルーをいかに抑えるか～』 

 日本大学医学部 心臓血管・呼吸器・総合外科 

               講師 瀬在  明  先生 

≪クロージングリマークス≫ 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 

                教授 西岡 利彦 先生 

日本医師会生涯教育講座：1単位 

カリキュラムコード：44、73 

川越東武ホテル 

 

 

 

 

 

 

6月 7日（金） 

PM7：00～ 

第 36回 川越糖尿病談話会 

座長： 川鶴プラザクリニック  院長  北濱 眞司 先生 

「インスリン製剤と DPP4阻害薬エクア併用経験」 

ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生 

座長：   浅野内科クリニック    石井 秀人 先生 

「CGM(血糖変動測定)について」 

埼玉医科大学総合医療センター 森田 智子 先生 

日本医師会生涯教育講座：1.5単位 

カリキュラムコード：73、74、76、82 

埼玉医大かわご

えクリニック 

 

 

6月 11日（火） 

ＰＭ7：00～ 

座長：  熊谷クリニック    院長  熊谷  振作 先生 

「女性泌尿器外来の実際～混合性尿失禁を考える～」 

女性医療クリニックＬＵＮＡ 理事長 関口 由紀 先生 

日本医師会生涯教育講座：1単位 

カリキュラムコード：65 

川越プリンス 

ホテル 

 

 

 

 

 

6月 13日（木） 

ＰＭ7：30～ 

座長：浅野内科クリニック   副院長  石井 秀人 先生 

「糖尿病患者における至適血圧を探る」 

埼玉医科大学 内分泌内科・糖尿病内科 

講師  野口 雄一 先生 

 

座長：   元山クリニック   院長  元山 猛  先生 

「見直しが迫られる交感神経と循環器疾患」 

九州大学大学院医学研究所 先端環境制御学講座 

教授   廣岡 良隆 先生 

日本医師会生涯教育講座：1単位 

カリキュラムコード：11、74 

ラ・ボア・ラクテ 



 

 

 

 

 

 

6月 18日（火） 

ＰＭ7：00～ 

川越地区骨粗鬆症学術講演会 

座長：         赤心堂病院  院長   関谷 繁樹 先生 

「ベネット 75ｍｇブリスターカード開発の軌跡」 

武田薬品工業株式会社 ＣＭＣ研究センター 

製剤技術研究所 野々村 浩二 先生 

座長：埼玉医科大学総合医療センター 整形外科 

教授   酒井 宏哉 先生 

「骨粗鬆症治療の最新の研究と進歩の多様化について」 

独立行政法人 国立国際医療研究センター 

総長特任補佐   中村 利孝 先生 

日本整形外科学会教育研修単位：1単位 

日本医師会生涯教育講座：1単位 

カリキュラムコード：1、4 

ラ・ボア・ラクテ 

 

 

 

 

6月 19日（水） 

ＰＭ6：40～ 

第 7回 ＳＡＩＴＡＭＡ喘息・アレルギーフォーラム 

座長：埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器内科 

准教授  植松 和嗣 先生 

「気管支喘息の多様な臨床的側面」 

近畿大学医学部 内科学教室(呼吸器・アレルギー内科部門) 

准教授  中島 宏和 先生 

「小児気管支喘息ガイドライン 2012に基づく 

診療と今後の課題」 

藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院小児科  

教授 宇理須 厚雄 先生 

日本医師会生涯教育講座：1.5単位 

カリキュラムコード：79 

川越プリンス 

ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 20日（木） 

ＰＭ7：00～ 

 

 

 

 

第 33回 川越循環器談話会 

〔症例報告〕 

座長：埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 

教授  西岡 利彦 先生 

① 「心房細動の 3症例」 

得丸医院      院長  得丸 幸夫 先生 

② 「抗凝固療法へのアドヒアランス不良にて致死的脳梗 

 を発症した 1例」 

埼玉医科大学総合医療センター  心臓内科 より 

 

〔講 演〕 

座長： ゆきさだクリニック  院長  行定 英明 先生 

「心房細動の抗凝固療法」 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科  

               講師  佐々木 修 先生 

日本医師会生涯教育講座：1.5単位 

カリキュラムコード：11、73 

川越東武ホテル 

 

 



 

 

 

6月 26日（水） 

ＰＭ7：00～ 

座長：愛和レディスクリニック 院長   上里  忠彦 先生 

「4価ＨＰＶワクチン接種の意義とその利点 

～最新情報を交えて～」 

東京大学大学院 医学系研究科 生殖発達加齢医学専攻 

産婦人科学講座 生殖内分泌学分野 准教授 川名 敬 先生 

日本医師会生涯教育講座：1.5単位 

カリキュラムコード：5、13、72 

川越プリンス 

ホテル 

6月 27日（木） 

ＰＭ6：45～ 

第 20回 川越肝疾患臨床検討会 

一般講演 

座長： 中村外科 院長 中村 欣正 先生 

「埼玉県内の肝炎健診のまとめと現状について」 

ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生 

「腹腔鏡下肝切除術について」 

埼玉医科大学総合医療センター 肝胆脺・小児外科 

講師 赤松 延久 先生 

特別講演 

座長：埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 

教授 名越 澄子 先生 

「ガイドラインに基づく肝癌のスクリーニング診療・治療 

武蔵野赤十字病院 副院長・消化器科部長  泉 並木  先生 

日本医師会生涯教育講座：1.5単位 

カリキュラムコード：13、15 

※当日、参加費として 500円をご用意ください。 

川越プリンス 

ホテル  

 


