
平成２６年度川越市医師会学術講演会予定 

（10月分及び 11月分一部） 

日時・場所 演 題 及 び 講 師 共催 

10月１日（水） 

PM7：00～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

第２回川越骨関節を語る会 

川越市 

医師会 

 

大正富山 

医薬品㈱ 

座長:日本大学医学部 整形外科 准教授 齋藤 修 先生 

【一般演題】『当院における股関節 OCMアプローチによる股関節手術の近況』 

三井病院 整形外科 医長 石神 等 先生  

【特別講演】『股関節痛と股関節部痛』 

日産厚生会玉川病院 股関節センター長 整形外科部長 松原 正明 先生  

 
日本医師会生涯教育講座： 1単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：58 

10月 7日（火） 

PM7：00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

Stroke Forum 2014 

川越市 

医師会 

 

バイエル 

薬品㈱ 

【講演１】座長：ゆきさだクリニック 院長 行定 英明 先生 

『新時代を迎えた抗凝固療法 －ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞでの使用実態－』 

日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野 助教 奥村 恭男 先生   

【講演２】座長：埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 

教授 野村 恭一先生 

『脳梗塞に対する抗凝固療法の新たな展開』 

順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科 教授  

脳神経・脳卒中センター長 卜部 貴夫 先生  

 日本医師会生涯教育講座： 1.5単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：5、６、７ 

10月８日（水） 

PM7：00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

第１６回 川越消化器病談話会 

川越市 

医師会 

 

 

武田薬品

工業㈱ 

【一般演題】座長：埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科 

教授 別宮 好文 先生    

『人間ドック症例における逆流性食道炎の内視鏡所見と 

臨床症状の中長期経過について～薬物治療も含めて～』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科 林 健次郎 先生 

『当院での早期胃癌・食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術治療について』 

三井病院 内科医長 天野 芙美 先生 

【特別講演】座長：三井病院 院長 秦 怜志 先生 

『憩室疾患の画像診断について』 

埼玉医科大学総合医療センター 画像診断科・核医学科 准教授 長田 久人 先生 

 日本医師会生涯教育講座： 1.5単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：8、9  

10月９日（木） 

PM6:45～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

KAWAGOE 慢性疾患セミナー 

川越市 

医師会 

 

ﾔﾝｾﾝ 

ﾌｧｰﾏ㈱ 

【講演１】座長：赤心堂病院 内科部長 山内 篤 先生 

『C型肝炎患者をみつけたら、、、、～治療の進歩と今求められている事～』 

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  

【講演 2】座長：赤心堂病院 院長 関谷 繁樹 先生 

「人工膝単顆関節置換術の有用性』 

豊岡第一病院 膝・スポーツ・人工関節センター長 金子 大毅 先生  

  
日本医師会生涯教育講座： 1.5単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：17、38 

  



 10月 14日(火) 

PM7：00～ 

 

川越東武 

ホテル 

CKD 地域連携講演会 

川越市 

医師会 

 

中外製薬

㈱ 

【講演Ⅰ】座長：埼玉医科大学 腎臓内科 教授 岡田 浩一 先生 

『高血圧治療ガイドライン 2014から考える慢性腎臓病（CKD)の治療』 

防衛医科大学校 腎臓内分泌内科 教授 熊谷 裕生 先生  

【講演Ⅱ】座長：埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科教授 

長谷川 元 先生  

『地域医療連携における CKD 治療の位置づけ～栃木県での試み～』 

自治医科大学 内科学講座 腎臓内科学部門 主任教授 長田 太助 先生  

  日本医師会生涯教育講座： 2単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：1、2、3、4 

10月 16日(木) 

PM6:50～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

COPD Forum 2014 

川越市 

医師会 

 

日本 

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰ 

ｲﾝｹﾞﾙ 

ﾊｲﾑ㈱ 

【一般講演】座長：埼玉医科大学 呼吸器内科 教授 永田 真 先生 

『CT による COPD の分類と臨床的特徴』 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器内科 副部長 倉島 一喜 先生  

【特別講演】座長：埼玉医科大学呼吸器内科 教授 金澤 實 先生  

『間質性肺炎診療の考え方と最近の話題（仮）』 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部呼吸器・膠原病内科学分野 

教授 西岡 康彦 先生  

日本医師会生涯教育講座： 1.5単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：20、46、78 

10月 17日（金） 

PM7:15～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

肺炎球菌ワクチン学術講演会 

川越市 

医師会 

 

MSD㈱ 

座長：ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生 

『成人肺炎球菌ワクチンの最新の話題 

～小児ワクチン接種が及ぼす影響と定期接種導入～』 

埼玉医科大学 呼吸器内科 教授 金澤 實 先生  

日本医師会生涯教育講座： 1単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：11 

10月 22日（水） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

川越外科臨床研究会 

川越市 

医師会 

 

川越 

外科臨床

研究会 

 

第一三共

㈱ 

【症例報告会Ⅰ】座長：埼玉医科大学総合医療センター 別宮 好文 先生 

演題１ 「脳神経外科術中のモニタリング」  

埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 印東 雅大 先生  

演題２ 「当科における IPNBの治療経験」                

 埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科 小暮 亮太 先生  

演題３ 「膜型人工肺（ECMO）下に気管支形成術を施行した 

外傷性右主気管支損傷の 1例 」 

埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 青木 耕平 先生  

【症例報告会Ⅱ】座長：帯津三敬病院 増田 俊和 先生  

演題４ 「壊死性下降性縦隔炎の 1治療例」                 

埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 柴田 和恵 先生  

演題５ 「内腸骨動脈瘤の直腸瘻」                 

埼玉医科大学総合医療センター 血管外科 北岡 斎 先生  

【症例報告会Ⅲ】座長：埼玉医科大学総合医療センター 持木 彫人先生  

演題６ 「Lynch症候群の一例」           三井病院 外科 渡邉 慶史先生 

演題７ 「当院でのマンモトーム生検の検討」    赤心堂病院 外科 黒田徹先生 

演題８ 「大腸と心臓の同時手術を行った１例」 

   埼玉医科大学総合医療センター 心臓血管外科 榊 健司朗 先生  

日本医師会生涯教育講座： 1.5単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：9、45、57 



10月 31日（金） 

PM7：00～ 

 

埼玉医科大学 

かわごえクリニック 

第 39回 川越糖尿病談話会 川越 

糖尿病 

談話会 

 

川越市 

医師会  

 

大正富山 

医薬品㈱ 

【講演】座長：川鶴プラザクリニック 院長 北浜 眞司 先生 

『糖尿病治療における心理的アプローチ』 

埼玉医科大学総合医療センター メンタルクリニック臨床心理士 五十嵐友里 先生 

【特別講演】座長：浅野内科クリニック 副院長 石井 秀人 先生  

『糖尿病の新たな治療標的 SGLT２の機能と SGLT2阻害薬への期待』 

大阪大学 生体システム薬理学 教授 金井 好克 先生  

日本医師会生涯教育講座： 1.5 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：73、76、82 

11月 8日(土） 

PM5：30～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

第 3回埼玉北部西部眼科内科糖尿病連携の会 
埼玉県内科医会 

日本臨床内科 

医会 

埼玉県眼科医会 

埼玉北部西部 

眼科内科 

糖尿病連携の会 

川越市医師会 

㈱三和化学 

【講演 1】座長：関本記念病院 副院長 西田 幸子 先生                                         

『毛様体扁平部光凝固を併用した増殖糖尿病網膜症に対する硝子体手術』 

埼玉医科大学総合医療センター 眼科 教授 櫻井 真彦 先生 

【講演 2】座長：埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科  

          教授 松田 昌文 先生 

『糖尿病治療におけるメールを活用した診診連携』 

皆川医院 院長 皆川 真哉 先生 

日本医師会生涯教育講座： ２単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：13、36、37、76                                                                                                                  

 


