
 

令和元年度川越市医師会学術講演会予定 

 

（2月分及び 3月一部） 

 

日時・場所 演 題 及 び 講 師 共催 

2 月 5 日 (水） 

PM7:30～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

高齢化社会における地域医療を考える会 
川越市医師会 

 

武田薬品工業 

株式会社 

座長：医療法人武蔵野総合病院 脳神経外科 理事長 海津 啓之 先生      

【特別講演】 『高齢脳卒中患者の血圧管理～JSH2019 に基づいて～』 

国立循環器病センター 脳神経内科 部長 豊田 一則 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：74 

2 月 6 日 (木） 

PM7:00～ 

 

川越市医師会館 

第 102 回 川越東入間クリニカルカンファレンス 埼玉県医師会 

川越市医師会 

東入間医師会 

埼 玉 医 科 大 学 

総合医療センター 

エーザイ(株) 

座長：上福岡総合病院 理事長・院長 井上 達夫 先生 

【特別講演】 『脳血管におけるカテーテル治療の歴史と現状』 

埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科 教授 脳血管センター  

センター長 庄島 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：38  

2 月 12 日 (水） 

PM7:30～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

西部循環器セミナー 

川越市医師会 

 

バイエル薬品 

株式会社 

座長：イムス三芳総合病院 循環器センター長 常岡 秀和 先生 

【一般講演】 『当院の心臓リハビリテーションの現状』 

所沢ハートセンター 循環器科部長 江崎 裕敬 先生 

座長：所沢ハートセンター 院長 桜田 真己 先生 

【特別講演】 『心房細動合併 PCI における抗血栓療法のまとめ』 

帝京大学医学部内科学講座・循環器内科 教授 上妻 謙 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：40,78 

2 月 14 日 (金） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

高齢者トータルケア～心房細動・高血圧～ 

川越市医師会 

 

第一三共 

株式会社 

座長：池袋病院 内科部長 中原 英男 先生 

【特別講演 1】 『心房細動に対する抗凝固療法の新時代～克服すべき課題～』 

埼玉医科大学国際医療センター 脳神経内科・脳卒中内科  

准教授 出口 一郎 先生 

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 泉田 欣彦 先生 

【特別講演 2】 『MR関連高血圧治療における MRB』 

大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座  

教授 柴田 洋孝 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：30,33 

 

 

 



 

2 月 19 日 (水） 

PM7:10～ 

 

ラ・ボア・ラクテ 

第 30 回 川越リウマチ懇話会 

川越市医師会 

 

川越リウマチ 

懇話会 

 

あゆみ製薬 

株式会社 

座長：あずまリウマチ・内科クリニック 久我 芳昭 先生 

【演題 1】 『JAK阻害薬の治療』 

埼玉医科大学総合医療センター リウマチ・膠原病内科 

 講師 近藤 恒夫 先生 

【演題 2】 『新規骨形成促進作用薬―テリパラチドとの違い―』 

埼玉医科大学 整形外科 准教授 田中 伸哉 先生 

座長：赤心堂病院 病院長 関谷 繁樹 先生                                 

【特別講演】 『関節リウマチ手の手術と薬物療法の融合』 

新潟県立リウマチセンター 病院長 石川 肇 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：45   

2 月 25 日 (火） 

PM7:00～ 

 

川越プリンス 

ホテル 

冠動脈疾患を考える in Kawagoe 

川越市医師会 

 

第一三共 

株式会社 

座長：康正会病院 院長 中村 徹 先生 

【講演Ⅰ】 『心房細動合併冠動脈疾患患者の PCI後の抗血栓療法』 

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 

座長：赤心堂病院 心血管カテーテル治療センター  

センター長 塚越 正樹 先生 

【講演Ⅱ】 『低侵襲カテーテル治療の過去・現在・未来』 

埼玉医科大学総合医療センター 心臓内科 教授 松䕃 崇 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：43,42 

3 月 5 日 (木） 

PM6:45～ 

 

川越東武 

ホテル 

埼玉小江戸漢方カンファレンス 2020春 
川越市医師会 

 

川越市薬剤師会 

狭山市薬剤師会 

クラシエ薬品 

株式会社 

座長：医療法人 山口病院 副院長 奥平 智之 先生 

【教育講演】 『認知症の周辺症状と東洋医学』 

医療法人社団 誠弘会池袋病院 副院長/脳神経外科部長 平川 亘 先生 

【特別講演】 『漢方と栄養』 

医療法人平善会 大野クリニック 院長 大野 修嗣 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：1,2 

 

 


