
平成２９年度川越市医師会学術講演会予定 

（10月分及び 11月一部） 

日時・場所 演 題 及 び 講 師 共催 

10 月 3 日（火） 

PM7:10～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

内視鏡診断・治療 Up Ｄａｔｅ in 川越 

川越市医師会 

 

第一三共㈱ 

 

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱ 

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 屋嘉比康治先生 

【Session1】『呼吸器内視鏡診断の実際』 

埼玉医科大学総合医療センター 呼吸器外科 講師 福田 祐樹 先生 

【Session2】『当院における ESD と薬物療法について』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 助教 宮城 直也 先生 

【Session3】『Optical biopsy —生検診断省略へ向けての試み－』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科 准教授 熊谷 洋一 先生 

【Session4】『胆膵疾患診療における Interventional EUS』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 准教授 松原 三郎 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：49 

10 月 5 日（木） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

プライマリケア医のための循環器セミナー 

川越市医師会 

 

第一三共㈱ 

【特別講演】座長：ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生 

『循環器疾患における病診連携～抗血栓療法を含めて～』 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 外山 堅太郎 先生 

【ディスカッション】『実際の症例と医療連携』 

         深田クリニック 院長 深田 弘幸 先生 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 一色 亜美 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：42，46 

10 月 10日（火） 

PM7:30～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

糖尿病患者さんの目を考える会 

川越市医師会 

 

ｱﾙｺﾝﾌｧｰﾏ㈱ 

 

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 

ﾌｧｰﾏ㈱ 

【教育講演】座長：むらかみ眼科クリニック 院長 村上 仁司 先生 

『目でみてわかる眼疾患のいろいろ』 

埼玉医科大学総合医療センター 眼科 教授 小幡 博人 先生 

【特別講演】座長：皆川医院 院長 皆川 真哉 先生 

『合併症を考慮した糖尿病診療とは』 

埼玉医科大学 内分泌・糖尿病内科 教授 島田 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：37,18 

10 月 17日（火） 

PM7:30～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

糖尿病合併症予防フォーラム 

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 

【講演 1】『糖尿病性腎症の治療戦略～医療費の節減を目指して～』 

埼玉医科大学 名誉教授・理事／かわごえクリニック 院長 片山 茂裕 先生 

【講演 2】『川越市における糖尿病重症化予防プログラムの現状と課題』 

川越市役所 国民健康保険課 有馬 理恵 様  

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：12,21 

 

 

 

 

 



 

10 月 21日（土） 

PM7:00～ 

 

ウェスタ川越 

川越インフルエンザセミナー 
川越市医師会 

川越市 

薬剤師会 

第一三共㈱ 

【特別講演】座長：こばやしこどもクリニック 院長 小林 憲昭 先生 

『今シーズンのインフルエンザ対策～予防・診断・治療～』 

川崎医科大学 小児科学 教授 中野 貴司 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：61 

10 月 24日（火） 

PM7:15～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

埼玉県西部地区ワクチン学術講演会 

川越市医師会 

 

ファイザー㈱ 

【特別講演】座長：埼玉医科大学総合医療センター 

呼吸器内科 教授 植松 和嗣 先生 

『インフルエンザシーズンにおける高齢者の肺炎にどう立ち向かうか？ 

－ワクチン接種による予防戦略－』 

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器内科 医長 石黒 卓 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：47 

11 月 1 日（水） 

PM7:00～ 

 

埼玉医科大学 

かわごえｸﾘﾆｯｸ 

第 45 回川越糖尿病談話会 

川越市医師会 

 

川越糖尿病 

談話会 

 

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ 

ﾌｧｰﾏ㈱ 

【教育講演】座長：皆川医院 院長 皆川 真哉 先生 

『低血糖と循環器系への影響』 

国立国際医療研究センター病院 糖尿病内分泌代謝科 辻本 哲郎 先生 

【特別講演】座長：川鶴プラザクリニック 院長 北濱 眞司 先生 

『新たなグルカゴン測定法の糖尿病臨床への応用の可能性』 

群馬大学 生態調節研究所 

代謝シグナル研究展開センター 教授 北村 忠弘 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：76，80 

11 月 1 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㈱ 

【講演Ⅰ】座長：埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ 呼吸器外科 儀賀 理暁 先生 

演題 1.『腹腔鏡下胆嚢摘出術後に診断された偶発胆嚢がん症例の検討』 

川越胃腸病院 外科 島崎 朝子 先生 

演題 2.『乳癌化学療法における血液毒性からみた AC療法と EC療法の比較』 

埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科 黒野 健司 先生 

演題 3.『当院の腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術について』 

赤心堂病院 外科 桂田 純二郎 先生 

【講演Ⅱ】座長：帯津三敬病院 院長 増田 俊和 先生 

演題 4.『大動脈弁狭窄について』 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓血管外科 今中 和人 先生 

演題 5.『切除不能進行胃癌に対する二次化学療法奏功後手術の意義』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化管外科・一般外科 石畝 亨 先生 

【特別講演】座長：武蔵野総合病院 院長 海津 啓之 先生 

『重症頭部外傷における DVT 予防について』 

埼玉医科大学総合医療センター 副院長・脳神経外科 教授 松居 徹 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：24，25 

 

 

 



 

11 月 8 日（水） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

第 18 回川越消化器病談話会 

川越市医師会 

 

武田薬品工業㈱ 

【特別講演 1】座長：川越胃腸病院 院長 望月 智行 先生 

『ABC(D)法による胃炎の進展の診断と発癌の予測 

～胃癌検診のあらたな展望～』 

埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 教授 岡 政志 先生 

【特別講演 2】座長：埼玉医科大学総合医療センター 

消化管・一般外科 教授 持木 彫人 先生 

『Hp 陰性時代胃がんと除菌治療の最前線』 

国立函館病院 院長 加藤 元嗣 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：40，21 

11 月 9 日（木） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

脳・心・腎 連関から考える抗血栓療法 

川越市医師会 

 

 

 

第一三共㈱ 

【心疾患】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 

『心原性脳塞栓症の予防について』 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 助教 一色 亜美 先生 

【腎疾患】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 

『脳卒中予防を目指した高血圧治療』 

埼玉医科大学総合医療センター 腎・高血圧内科 講師 叶澤 孝一 先生 

【脳疾患・内科】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 

『心原性脳塞栓症に対する二次予防～特に急性期～』 

埼玉医科大学総合医療センター 神経内科 准教授 傅法 倫久 先生 

【脳疾患・外科】座長：武蔵野総合病院 院長 海津 啓之 先生 

『閉塞血管に対する再開通へのチャレンジ』 

埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 教授 庄島 正明 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：78，51 

 

 

 

 


