平成30年度 日本医師会生涯教育講座一覧表（11月分）
日時

演題

「HPVワクチンの最新情報」
H30.11.6(火)
取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
PM 7:30～

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

講師

主催団体名

自治医科大学附属さいたま医療センター
産婦人科 教授
越谷市医師会主催
今野 良 先生

専門医共通講習
なし

11:予報と保健

問合せ先: 越谷市医師会
ＴＥＬ: 048-975-6008

「医療紛争と医療事故調査制度について」
「医療事故当事者に対するメンタルケア・ピ

H30.11.8(木)
アサポート」
PM 7:00～

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

埼玉県医師会 理事
渋谷 和治 先生
埼玉県医師会主催

医療安全（必修）
医療事故・医事法制
（その他）

坂戸鶴ヶ島医師会主催

なし

浜松医科大学 医学部 医療法学
大磯 義一郎 先生

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

「2018/19シーズンに向けたインフルエンザ
の対策」
H30.11.9(金)
取得単位：1単位 取得CC：1 合計：2
PM 7:15～

坂戸鶴ヶ島医師会 地域医療センター
坂戸市大字石井2327-5
TEL 049-289-2388

熊谷総合病院 副理事長／埼玉医科大
学 名誉教授
金澤 實 先生

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

獨協医科大学埼玉医療センター 糖尿病
内分泌・血液内科 准教授
日本女医会埼玉支部
竹林 晃三 先生

なし

東北医科薬科大学 医学部 感染症学教
室 教授
三郷市医師会主催
関 雅文 先生

なし

くどうちあき脳神経外科クリニック 院長
工藤 千秋 先生

なし

8:感染対策
問合せ先: 坂戸鶴ヶ島医師会
ＴＥＬ: 049-289-2388

「糖尿病治療とSGLT2阻害薬を含めた最近
の話題～体重増加を来さない治療～」
H30.11.10(土)
取得単位：1単位 取得CC：2 合計：3
PM 5:45～
23:体重増加・肥満、76:糖尿病

問合せ先: 日本女医会埼玉支部学術講演会事務局 / 担当：大蔵
ＴＥＬ: 090-5997-7740
「インフルエンザに関する最新の話題～新 三郷市医師会館
三郷市中央2-20-7
型インフルエンザの話題を含めて～」
TEL 048-949-1100

H30.11.9(金)
取得単位：1.5単位 取得CC：3 合計：4.5
PM 7:30～
18:全身倦怠感、28:発熱、46:咳・痰
問合せ先: 三郷市医師会
ＴＥＬ: 048-949-1100

「TOP-Qによる認知症早期発見の有用性と
リバスタッチのLADLに対する効果」
H30.11.13(火)
取得単位：1単位 取得CC：2 合計：3
PM 7:00～
12:地域医療、29:認知能の障害
問合せ先: 北埼玉医師会
ＴＥＬ: 0480-61-2336

北埼玉医師会メディカルセンター
加須市馬内441
TEL 0480-61-2336

北埼玉医師会主催
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日時

演題

「小児脊椎疾患の検診・診断・治療」
H30.11.14(水)
取得単位：1.5単位 取得CC：3 合計：4.5
PM 7:30～

場所
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

講師
慶應義塾大学医学部 整形外科学教室
教授
松本 守雄 先生

主催団体名

専門医共通講習

大宮医師会主催

なし

埼玉県医師会主催

医療安全（必修）
医療事故・医事法制
（その他）

11:予報と保健、59:背部痛、72:成長・発達の障害
問合せ先: 大宮医師会
ＴＥＬ: 048-663-5633

「医療紛争と医療事故調査制度について」
「医療事故当事者に対するメンタルケア・ピ

H30.11.15(木)
アサポート」
PM 7:00～

川越プリンスホテル
川越市新富町１‐２２
TEL 049-227-1111

埼玉県医師会 理事
滝澤 義和 先生
浜松医科大学 医学部 医療法学
大磯 義一郎 先生

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

「その人らしさを支える～認知症ケアの視点
から～」

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

株式会社あおいけあ 代表取締役
加藤 忠相 先生

上尾市医師会主催

なし

三郷市医師会館
三郷市中央2-20-7
TEL 048-949-1100

草加市立病院 小児科 部長
長谷川 毅 先生

三郷市医師会主催

なし

埼玉県医師会主催

医療安全（必修）
地域医療（その他）

H30.11.15(木) 取得単位：1.5単位 取得CC：2 合計：3.5
PM 6:30～
2:医療倫理：臨床倫理、81:終末期のケア
問合せ先: 上尾市医師会
ＴＥＬ: 048-774-2662

「小児救急（仮）」
H30.11.27(火) 取得単位：1.5単位 取得CC：3 合計：4.5
PM 7:30～
35:けいれん発作、48:誤飲、79:気管支喘息
問合せ先: 三郷市医師会
ＴＥＬ: 048-949-1100

「睡眠障害の治療について～安全な医療を
めぐり～」
「気分障害における診断・治療の最近の動

H30.11.29(木)
向および地域連携」
PM 6:00～

埼玉県県民健康センター
さいたま市浦和区仲町３‐５‐１
TEL 048-824-4801

菅野病院 院長
菅野 隆 先生
埼玉医科大学 精神科 教授
松尾 幸治 先生

取得単位：2単位 取得CC：4 合計：6
7:医療の質と安全、12:地域医療、20:不眠、69:不安
問合せ先: 埼玉県医師会 業務Ⅲ課
ＴＥＬ: 048-824-2611
※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。

