令和元年度 日本医師会生涯教育講座一覧表（11月分）
日時

演題

場所

「スキンケアの必要性 手湿疹とフットケア」
H1.11.6(水)
PM 7:20～

専門医共通講習

済生会川口総合病院 皮膚科部長
高山 かおる 先生

越谷市医師会主催

なし

三郷市医師会館
三郷市中央2-20-7
TEL 048-949-1100

東京女子医科大学 高血圧・内分泌
内科 教授・講座主任
市原 淳弘 先生

三郷市医師会主催

なし

鴻巣市文化センター
鴻巣市中央29-1
TEL 048-540-0540

たけうちクリニック 院長
竹内 幾也 先生
藤倉医院 院長
藤倉 博之 先生

北足立郡市医師会主
なし
催

自治医科大学脳神経外科 教授
川合 謙介 先生

越谷市医師会主催

なし

埼玉県医師会主催

医療安全（必修）
医療制度と法律
（その他）

ＴＥＬ: 048-975-6008

「新しい高血圧ガイドラインとMR拮抗薬の将
来」
取得単位：1.5単位 取得CC：未定 合計：1.5

問合せ先: 三郷市医師会

ＴＥＬ: 048-949-1100

「人生会議のDVD上映」
H1.11.13(水)
PM 7:30～

主催団体名

取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
26:発疹

問合せ先: 越谷市医師会

H1.11.8(金)
PM 7:30～

講師

越谷サンシティ
越谷市南越谷1-2876-1
TEL 048-985-1111

「機能強化型在宅支援診療所の取り組み」

取得単位：2単位 取得CC：4 合計：6
2:医療倫理：臨床倫理、12:地域医療、80:在宅医療、81:終末期のケア

問合せ先: 北足立郡市医師会

ＴＥＬ: 048-593-1582
越谷市中央市民会館
越谷市越ヶ谷4-1-1
TEL 048-966-6622

「てんかんの病態と診療のポイント」
H1.11.13(水)
PM 7:10～

取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
35:けいれん発作

問合せ先: 越谷市医師会

H1.11.14(木)
PM 7:00～

ＴＥＬ: 048-975-6008

「埼玉県医師会の医療事故紛争の現状につ
いて」

埼玉県医師会 理事
澁谷 純一 先生

従事するために～弁護士の立場から～」

埼玉県医師会 顧問弁護士
岩井 完 先生

川越プリンスホテル
川越市新富町１‐２２
「医師・看護師・職員が安心感をもって医療に TEL 049-227-1111
取得単位：2単位 取得CC：2 合計：4
6:医療制度と法律、7:医療の質と安全

問合せ先: 埼玉県医師会 医事・福祉課

ＴＥＬ: 048-824-2611

「失明予防からみた緑内障治療の最近の話
題」
H1.11.16(土)
PM 6:30～

パレスホテル大宮
さいたま市大宮区桜木町１‐７‐５
TEL 048-647-3300

埼玉医科大学病院 眼科 准教授
庄司 拓平 先生

日本女医会埼玉支部
なし
主催

獨協医科大学埼玉医療センター 腎
臓内科 教授
竹田 徹朗 先生

吉川松伏医師会主催 なし

須田清法律事務所／埼玉県医師会
顧問弁護士
須田 清 先生

埼玉県医師会主催

医療倫理（必修）
医療制度と法律
（その他）

北埼玉医師会主催

なし

越谷サンシティ
越谷市南越谷1-2876-1
TEL 048-985-1111

獨協医科大学埼玉医療センター 循
環器内科
水谷 有克子 先生
獨協医科大学埼玉医療センター 循
環器内科 准教授
中原 志朗 先生
獨協医科大学埼玉医療センター 心
臓血管外科 准教授
鳥飼 慶 先生

越谷市医師会主催

なし

上尾中央総合病院
上尾市柏座１－１０－１０
TEL 048-773-1111

埼玉医科大学病院 麻酔科 教授
ペインクリニック診療副部長
井出 康雄 先生

上尾市医師会主催

なし

取得単位：1単位 取得CC：2 合計：3
36:視力障害、視野狭窄、37:目の充血

問合せ先: 日本女医会埼玉支部事務局 / 担当：有馬

「かかりつけ医でのCKD診療について（仮）」
H1.11.20(水)
PM 8:00～

ＴＥＬ: 048-658-6571

福寿家
吉川市平沼５１
TEL 048-982-0019

取得単位：1単位 取得CC：2 合計：3
12:地域医療、73:慢性疾患・複合疾患の管理

問合せ先: 吉川松伏医師会

ＴＥＬ: 048-982-5595

「医療倫理の基本原則、法と倫理をめぐる諸問
埼玉県県民健康センター
題について」
H1.11.21(木)
PM 6:00～

さいたま市浦和区仲町３‐５‐１
TEL 048-824-4801

「医療制度と法律（仮）」
取得単位：2単位 取得CC：2 合計：4
2:医療倫理：臨床倫理、6:医療制度と法律

問合せ先: 埼玉県医師会 業務Ⅲ課

H1.11.27(水)
PM 7:00～

ＴＥＬ: 048-824-2611

「心不全患者さんを輝かせる心不全併存症の 北埼玉医師会メディカルセンター
大西内科ハートクリニック 院長
加須市馬内441
大西 勝也 先生
管理～高血圧・糖尿病管理の重要性～」
TEL 0480-61-2336
取得単位：1単位 取得CC：2 合計：3
74:高血圧症、76:糖尿病

問合せ先: 北埼玉医師会

ＴＥＬ: 0480-61-2336

「僧帽弁閉鎖不全症に対する新しいカテーテ
ル治療－MitraClipについて－」
「心房細動治療のトータルケア（仮）」
H1.11.27(水)
PM 7:15～

「TAVIの取り組み 今後の課題と展望」
取得単位：1.5単位 取得CC：3 合計：4.5
42:胸痛、43:動悸、73:慢性疾患・複合疾患の管理

問合せ先: 越谷市医師会

ＴＥＬ: 048-975-6008

「神経障害性疼痛の臨床と基礎」
H1.11.28(木)
PM 6:30～

取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
15:臨床問題解決のプロセス

問合せ先: 上尾市医師会

ＴＥＬ: 048-774-2662

令和元年度 日本医師会生涯教育講座一覧表（11月分）
日時

H1.11.28(木)
PM 6:45～

演題

場所

「心臓弁膜症に対する最新の治療－経カテー ホテルグリーンコア
幸手市中3-17-24
テル大動脈弁留置術（TAVI）を中心に－」
TEL 0480-42-7788
取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
43:動悸
問合せ先: 北葛北部医師会

講師
自治医科大学附属さいたま医療セン
ター 心臓血管外科 教授
山口 敦司 先生

ＴＥＬ: 0480-42-4488

※受講された方は、全国医師会研修管理システム（日医）へ直接登録されるため、従来の生涯教育講座参加証の発行はありません。
※3年間の単位（時間）とカリキュラム数の合計60以上取得されますと日本医師会生涯教育認定証が発行されます。

主催団体名

専門医共通講習

北葛北部医師会主催 なし

