平成29年度 日本 Ｋ自ﾎﾞ会生鏝ﾐ教育 講座 一覧表[Ｕ]分)
「頭部MRIは今ここまできた」
PM7:00〜

東入 間医 師会館
ふじ み野 市駒林ﾗiM3‑1‑20
TEL 049‑264‑9592

H30. 1. 12(金)

講師

場所

演Ｓ

日時

主催 回体名

専PりＫｮ眺・ 常習

埼EEE科大学総合Ｅ療センターな射線
科
土屋 一洋 先を

取得単位:2単位 取得CC:4合計:6
29:お加能の 障害, 30:頭痛, 34:ま語障害, 78:Slh1管障害後 ・症

東入 間医 師会 主催

なし

越谷 市医 師会 主催

なし

越谷市Ｆ師会主催

なし

吉JII松伏Ｅ師会主催

なし

北葛 北部 医師 会主催

Ｋ療 安全(必修)
※串 請中

゛

問合せ先:東入 間医 師会
TEL･ 049‑264‑9592

H30. 1. 17(水)
PM 7:30〜

「爆 発物 とＫ 療せ策〜 爆傷 と治 療を 中むに 越谷市立保健センター
越さ 市東大R1‑ｴ2‑1
して〜(仮)」
TEL 048‑978‑3511

防衛 医科 大学 防衛 医学 研究 セン ター

弗傷研究部Ｍ 教授
斎藤 大蔵 先ま

取 ４単t:1単位 取得CC:1合お:2
57 外傷
問合せ先:S谷市医師会
TEL･

048‑975‑6008

「エ ビデンス に基づいたパーキンソン病 の診
療」
H30. 1. 19(金)
PM 7:30〜

越谷 サン シティ
越谷 市南 越谷ト2876‑1
TEL 048‑985‑Hll

順天堂大学医学部附属順天堂・院脳神
経内 科准 教授
波ｍ 野琢 先生

取 4単位:1単位 な得CC:1合計:2
73 慢性 疾患･複合 疾患 の管ミ
聞きせえ:Sみ市区ｍ宍
TEL:

048‑975‑6008

「ロ コモテイブシンド ローム(仮)」

TEL 048‑990‑7320

H30. 1. 23(火)
PM7:30〜

ヒルズマーキュリー
越谷 市西方3018

Ｆ療法入社回愛友会伊奈病院ま万年
科部長
7i橋英 明先生

取 ４単位:1単位 む得CC:2合計:3
60

ほ痛, 77:そ粗類を

問合せ先:吉川松伏医師会
TEL･

048‑982‑5595

「Ｍ 卒中 の治療とインフォームドコ ンセント」

H30. 1.24(水)
PM 7:15〜

「VTE一特にDVTの診縦と治療, up‑to‑date
抗凝 固療 法」
な得単位:2単位 Ｒ得CC:2合計:4

7:医療の質と安を, 45:呼吸 ｍ難
問合せ先:北葛 北部 医師会
TEL･

0480‑42‑4488

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

北浜 法律 事務所･外国 法大 同事 業Ｋ
師･弁護士
長呑 郎圭 司先生
福島 県立 医科 大学 医学 郎む 臓ｈ 管外

科学講ま 准教授
佐戸 川弘 之先生

手織29年度 日本 Ｋ師会生復ﾐ教育講座一覧表[け]分)
「骨 組髭 症の 予防 と治 療〜 診断,薬物治
療、 ロコモ対策〜」
H30. 1. 24(水)
PM 7:00〜

主催 団体名

講師

場所

演題

日時

ｔ埼EEF9会メ ディカ}レセ ンター

Ｅ療 法入社回 友愛 会伊奈病 院をぢがヽ

加須市馬内441

科部長

TEL0480‑61‑2336

取得 単位:1単位 取得CC:2合計 :3

北埼EE医師会主催

専「19EすUi講回
なし

で橋 英明 先生

・

19:身体機能の低下, 77:骨組粒症
問合せ先リヒ埼玉Ｅ９台
TEL･0480‑61‑2336

「医 療事故肖 事者 に対 する メン タル ケア･ピ
アサ ポー ト」

浦和 Ｅ師会館
さいたま市浦和ぼ常盤6−4−18
TEL 048‑824‑6811

浜松 医科 大学 Ｆ学部Ｅ 療法 学教授
大磯 義一郎先生

浦和Ｅ師会主催

H30. 1.27(土)
PM 3:30〜

な得 単位:t単位 取得CC:2合計:3
6:E療制度と 法律, 7:E療の質と 安全
問合 せ先:浦和 医自i台
TEL･

048‑824一68H

※埼玉４ ＥＭｉ会 では 、日 本Ｅ師会 圭を教育講座を受講さ れるガにバ手成29年度 日本医師会生涯教育講ま参加証」を・行しており ますので,ませにてお受 けみりく だお
※3年間の単位(時回)とカリキュラム数の合牡60a上京得されますと 日本Ｅ師会生Ｒ教育豚ｔａがを行されます。

医療 事故･医事 法制

(任意)

