平成28年度 日本 Ｋ師 会生 涯教 育講座一 覧表(3大丿分)
日時

演９

「お うち で療 養相 談セ ンク ーま えば し」
H29.3. 1(水)
PM 7:30〜

場所
三都 市医 師会館
五郎 市中央2‑20‑7
TEL 048‑949‑1100

講師

圭催 団体名

ぬ社)前橋 市Ｋ 師会
万事 下ｍ 隆祖 先生

二郷 市医 師会 主催

な祖 単位:1.5単位 Ｒ得CC:o合計:1.5
未定
問合 せ先:E郷市 医師会
TEL:048‑949‑H00

「核テロ をふくむ核災 害対策」
H29. 3. 2(木)
PM 7:30〜

「バ イオ テロ に備 える 一回 療と ぬ衆 衛生
の対応」

NBCR対策推進機構
越谷 市な 保せセンター
越谷 市東 大沢T‑12べ

万事長･工博 井上 忠雄 先生

TEL 048‑978‑35H

防衛 Ｋ大 防衛 医学 研究 セン ター

越谷 市Ｋ 師会 主催

な域感染症免疫学･あ御研究加P9
教授 加来 訪器 先生

取得 単位:1単位 む祖CC:1合計:2
14:災害 医療
問合せ先:越谷 市医 師会
TEL:048‑975‑6008

「糖尿病 壊疸 のへ の道 をほ っ二 つ」

TEL 048‑985‑1H1

H29. 3. 3(金)
PM 7:30〜

●

越谷 サン シティ
越谷 市南 越谷1‑2876‑1

4EE県済 生会J11ロ総 合病院

湊膚科圭任加を高LLIかおる先生

越谷 市ぼ 師会 圭催

取得 単位:1単位 お得CC:1合計:2
76:糖尿病
問合 せ先:越さ 市Ｅ 師会
TEL: 048‑975‑6008

「働 く人 のむの健康」
H29.3. 10(金)
PM 7:30〜

紫ま関
東松Lお市 箭らFJ̀2‑5‑14
TEL 0493‑23‑5151

両脇IK科大学越谷病院
二こ ろの 診療 科教 授井 原

裕先生

えを Ｅ師 会主催

お祖 単位:2単位 お得CC:2合計:4
5:心ミ 社会 的ア プロ ーチ, 70:気分 の障害(うっ)
問合 せ先:た企 Ｋ師会
TEL: 0493‑22‑0139

H29.3. 10(金)
PM 7:30〜

「Cや肝 炎に がす る経 口抗 ウイルス 療ぷ
の祖状と 展望」
取得 単位:1.5単位 取得CC:o合計:1.5
未定
問合せ先:二部 市Ｅ 師会
TEL: 048‑949‑1100

Ｅ郎 市医 師会館
五郎 市中央2‑20‑7
TEL 048‑949‑1100

狸協Ｋ科大学越き病院・院長
消化器内 科教授EEW m也先生

二郷 市医 師会 主催

日時

H29.3. 15(水)
PM 7:15〜

演Ｍ

「変 ぢ性 膝関 節症 の保 存療 法と 手術療
法」

場所
ペル セソン

新座 市東北2‑27‑14
TEL 048‑475‑II22

講師

主催団体名

北IE大学 メデ ィカ ルセ ンクー

整形外科教授 心部

憲先生

朝霞 地ぼ Ｋ師 会主催

Ｒ得単位:1単位 お得CC:1台F:2
61:M節痛
問合 せ先:朝霞 ｔＫ Ｅ師会
TEL:048‑464‑4666

「小 児感 染症 との 闘い 〜治 療と ワク チン
H29.3. t5(水)
PM 7:00〜

〜」

北埼EE医師 会メ ディ カル セン ター
加筆 市馬内44工
TEL 0480‑61‑2336

加藤 こど もク リニ ック
院長 加藤
誠先生

北埼2E医師 会主催

取得 単位:1単位 取得CC:2合計:3
8:感染 対策, 11:予報 と保健
問合 せ先:北埼 工Ｋ 師会
TEL: 0480‑61‑2336

「OAB治療の新たな選択 肢〜 らア ドレ
H29. 3. I5(水)
PM 7:10〜

ナリ ン受 容体 作動 薬〜」

ホテルグリー ンコア
幸手けi中3‑17‑24
TEL 0480‑42‑7788

日本大学Ｋ学部め尿器科学系
圭任 教授 高橋

悟先圭

北葛 北部 医師 会主催

取得 単位:1単位 取得CC:1を計:2
65:排尿 障害(尿失禁･排尿 ｉ難)
問合 ぜ先:北葛 ｔ部 Ｅ師会
TEL: 0480‑42‑4488

秋日丿大学大学院医学系研究科
J4ﾆ鼻咽を科 一頭東部ﾀﾄれ学講ま

「ア レルギーt生鼻 炎と か酸 球性気ぷ病
変」

H29.3. T8(土)
PM 2:40〜

「喘 息吸 入療 法に おけ るデバイス選択
の重 要性 とそ のピ ット ホー ル」

教授ﾛjm武千 代先生
埼∃E票票即
さい たま 市浦 和区仲F3‑5‑T
TEL 048‑824‑4801

「ア トピー性皮膚炎の予防･治療とアレ

，
埼ﾐE喘息･アレ ルギ ー研
究会 圭催

大林 浩幸 先生
国研)国な 成育 医療 研究 セン ター
アレ ルギ ー科 Ｋ長 大矢幸ﾘﾑ先生

ルギ ーマ ーチ」
む得単位:3単な 取得CC:3合計:6
39:鼻漏･鼻閉, 45:げき 困難79:気管 支喘息
開白 せ先:埼ﾆE喘息･アレ ルギ ーＷ Ｒ台 ／祖肖:石ｍ

東濃 中央 クリ ニッ ク院 Ｒ

藤日ﾖ保健衛生大学Ｋ学部客員教授
―社)吸入療法アカデミ ー代表万事

４彦

TEL: 080‑3384‑5518

「(仮)sGLT2阻害薬を使いニなす800ｨﾀ」
H29. 3. 28(火)
PM 8:00〜

八上 のや ｍ経 Ｒよ り」

福寿家
古JII市平ぷ5T
TEL 048‑982‑0019

こ浦 中央医院
院長 瀧端 ｍ博 先生

吉Jll松伏 医師 会主催

取得 単位:l単位 取得CC:2合計:3
73:慢性 疾患･複合 疾患 の管ミ, 76:糖尿病
問台せ先:吉川松伏医師会
TEL:048一982‑5595

※埼EE県医師会では、日 本Ｅ師会生ＲＲＷほををそほされる方に、［平ぼ28年ま 日本ぼ師会生・教育講座参加ME」をを行しておりますので,受ｲ才にてお■けむりください。
奈3年間 の単位(４回)とカ リキ ュラ ム数 の合計60ほ上 取得 され ます と日 本Ｋ 師会 生涯 教育 認定 証が 発行 され ます。

