日本医師会生涯教育制度奈良県医師会認定講座

平成29年度
会の名称

日時

開催場所

講演時間

内

容

Ｈ２９．５．１５以降
講

師

第6回奈良メンタルヘルス研究会学術
5/18(木) 18:45～20:30
講演会

奈良ホテル

講演 19:30～20:30

認知症の症候学

大阪大学大学院医学系研究科 精神医
学教室
教授 池田 学

てんかんミ－ティング

橿原ロイヤルホテル

一般講演 19:00～19:40

南奈良総合医療センタ－におけるてんかん治
療、他1題

南奈良総合医療センタ－ 神経内科
医長 小原 啓弥

特別講演 19:40～20:30

てんかん治療における診療連携の重要性～外科 奈良県立医科大学 脳神経外科
手術から薬物療法まで～
助教 田村 健太郎

特別講演 19:00～20:00

子宮筋腫・子宮腺筋症治療へのストラテジ－

富山大学大学院 医学薬学研究部 産科
婦人科学教室 准教授 吉野 修

急性腹症

奈良県西和医療センタ－ 外科
部長 池田 直也

当院におけるロボット手術の検討

奈良県総合医療センタ－ 腎・尿路疾患
センタ－
センタ－長 三馬 省二

奈良県産婦人科医会学術講演会

第38回地域医療連携講座

第75回病診・病病連携医療講座「症
例から学ぶ最近のトピックス」

5/18(木) 19:00～20:30

5/18(木) 18:50～20:00

ホテル日航奈良

5/18(木) 14:00～15:30

奈良県西和医療センタ－事
講演 14:00～15:30
務棟1階大会議室

5/18(木) 14:00～15:30

奈良県総合医療センタ－本
講演 14:00～15:00
館２階会議室

単位

CC

主催1

奈良メンタルヘルス研究会
奈良県立医科大学精神医学
講座
0744-22-3051

1

20
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1

53

奈良県産婦人科医会
0744-22-8502

1.5

53

奈良県西和医療センタ－患者
支援センタ－
0745-32-0505

1

65

南和地域病診連携研修会
五條市医師会
吉野郡医師会
南奈良総合医療センタ－地域
医療連携室
0747-54-5000

奈良県総合医療センタ－地域
医療連携室
0742-46-6001

講演 15:00～15:30

創傷ケア

奈良県総合医療センタ－ 皮膚科
医長 大黒 奈津子

0.5

58

第9回地域包括ケア～在宅医療研修
会

5/23(火) 14:00～15:30

橿原観光ホテル

講演 14:00～15:30

ケアマネ－ジャ－の知識を習得する

株式会社ケ－エスケ－ 営業支援部
係長 永平 渉

1.5

1・4

橿原地区医師会
0744-29-0888

奈良市医師会学術講演会

5/25(木) 14:30～16:00

奈良市医師会館

講演 14:30～16:00

B型肝炎治療の現状と展望、他1題

市立奈良病院 消化器肝臓病センタ－
部長 田中 斉祐

1.5

8・18

奈良市医師会

日本医師会生涯教育制度奈良県医師会認定講座

平成29年度
会の名称

奈良県骨粗鬆症セミナ－

日時

5/27(土) 16:00～18:10

開催場所

奈良ホテル

講演時間

特別講演 16:10～17:10

内

容

健康寿命延伸のための骨粗鬆症治療戦略～骨
粗鬆症リエゾンサ－ビスを含めて～

Ｈ２９．５．１５以降
講

師

健愛記念病院 整形外科
副院長 池田 聡

単位

CC

1

10

主催1

ＮＡＲＡ Ｍｅｅｔｉｎｇ
奈良県立医科大学整形外科
0744-22-3051

第22回奈良県医師会泌尿器科部会Ｃ
5/27(土) 16:50～18:30
ｕｒｒｅｎｔ Ｔｏｐｉｃｓ in Ｕｒｏｌｏｇｙ研究会

奈良商工会議所小ホ－ル

特別講演 17:10～18:10

多様化する骨粗鬆症治療薬と患者ニ－ズを考慮 虎の門病院 内分泌センタ－
した薬剤選択
部長 竹内 靖博

特別講演 17:00～17:30

神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器
神戸大学における結節性硬化症の連携について 科分野
講師 原田 健一

1

77

0.5

7

奈良県医師会泌尿器科部会
0744-22-8502

第63回奈良県小児科医会学術集会

5/27(土) 15:00～17:30

奈良県医師会館

奈良県立医科大学附属病院 臨床研究
センタ－
センタ－長 笠原 正登

特別講演 17:30～18:30

力学的に考える腎臓病

特別講演 15：00～16：00

奈良県立医科大学附属病院小児科専門外来より
奈良県立医科大学 小児科学教室
～小児神経グル－プの診療状況と「奈良県乳幼
助教 榊原 崇文
児検診マニュアル」について～

1

3

1

11

奈良県小児科医会
0744-22-8502

第17回「高の原中央病院クリニカルカ
5/27(土) 14:30～16:00
ンファレンス」～神経内科～

高の原中央病院講義室

特別講演 16:00～17:30

子どものこころの問題－その医療的対応につい
て－

奈良県立医科大学 看護学科人間発達
学
教授 飯田 順三

1.5

12・72

講演 14:45～15:15

脳卒中診療～超急性期から維持期まで

高の原中央病院 部長 長見 周平

0.5

14

高の原中央病院
0742-71-1686

講演 15:15～15:45

第71回奈良県大腸疾患勉強会

5/27(土) 14:30～18:00

奈良県社会福祉総合セン
ター大会議室

宇陀地区医師会学術講演会

5/27(土) 17:30～18:30

美榛苑

天理地区医師会例会

5/27(土) 14:00～15:30

天理市立メディカルセンタ－ 講演 14:00～15:30

第13回奈良ＲＡサイトカイン治療研究
6/3(土) 16:00～18:05
会

奈良春日野国際フォ－ラム

実技 15:00～18:00

講演 17:30～18:30

特別講演 17:00～18:00

当院と大学病院の神経内科疾患の違いについて 高の原中央病院 医員 七浦 仁紀

0.5

78

奈良県大腸疾患勉強会
奈良県立医科大学中央内視
10・11・53
鏡部
0744-22-3051

大腸内視鏡ハンズオンセミナ－

吉田病院 IBDセンタ－
センタ－長 藤井 久男

3

慢性疼痛の薬物治療

奈良県立医科大学 麻酔科学教室 助教
藤原 亜紀

1

63

宇陀地区医師会
0745-96-9920

1.5

46・79

天理地区医師会
0743-62-2055

気管支喘息・COPDにおける急性増悪時の対応と
高井病院 呼吸器内科 部長 小林 厚
吸入指導勉強会について

大阪市立大学大学院医学研究科 整形
滑膜炎のパタ－ンから関節リウマチ治療を考える
外科
～関節エコ－の最適化を目指して～
病院講師 岡野 匡志

1

61

奈良県立医科大学リウマチセ
ンタ－
0744-22-3051

日本医師会生涯教育制度奈良県医師会認定講座

平成29年度
会の名称

平成29年度奈良県産婦人科医会総
会・学術講演会

日時

6/3(土) 14:00～19:00

開催場所

奈良県医師会館

講演時間

一般講演 14:50～17:50

内

容

原発性腹膜癌の3症例

Ｈ２９．５．１５以降
講

師

大和郡山病院 産婦人科
鹿庭 寛子

単位

CC

2.5

15・53・71

主催1

奈良県産婦人科医会
0744-22-8502

特別講演 18:00～19:00

東京大学大学院医学系研究科 分子細
日常診療に役立つOC/LEPの使用法～女性の健
胞生殖医学
康包括的支援のために～
准教授 平池 修

1

9

橿原地区医師会学術講演会

6/7(水) 14:15～15:30

橿原ロイヤルホテル

特別講演 14:30～15:30

不整脈の診断と治療 Up to Date

和歌山県立医科大学 循環器内科
助教 黒井 章央

1

43

橿原地区医師会
0744-29-0888

奈良市医師会学術講演会

6/8(水) 14:50～16:00

奈良市医師会館

講演 15:00～16:00

冠攣縮性狭心症と動脈硬化

南奈良総合医療センタ－ 循環器内科
部長 守川 義信

1

75

奈良市医師会
0742-33-5235

大和高田市医師会・北葛城地区医師
6/10(土) 14:00～16:00
会学術講演会

高田経済会館7階

講演 14:00～16:00

慢性便秘症－超高齢化社会の問題点を今考える 大阪医科大学 先端医療開発学講座
－
特任教授 富永 和作

第108回奈良県医師会整形外科部会
6/10(土) 16:00～17:30
総会・教育研修講演会

奈良県医師会館

特別講演 16:15～17:30

橈骨遠位端骨折の手術と骨粗鬆症

第26回奈良県耳鼻咽喉科感覚医学
講習会

奈良ホテル

特別講演 17:00～18:00

山王病院 国際医療福祉大学東京ボイス
気道確保と医療安全－喉頭機能外科も含めて－ センタ－
センタ－長 渡邊 雄介

6/10(土) 16:50～19:00

特別講演 18:00～19:00

慢性感音難聴に対する新しい治療戦略

産業医科大学 整形外科学講座
教授 酒井 典昭

慶応義塾大学医学部 耳鼻咽喉科学教
室
教授 小川 郁

2

54・73

1

57

1

32

大和高田市医師会
0745-23-6791
北葛城地区医師会
0745-23-2431

奈良県医師会整形外科部会
0744-22-8502

奈良県立医科大学耳鼻咽喉
科
0744-22-3051
1

34

日本医師会生涯教育制度奈良県医師会認定講座

平成29年度
会の名称

奈良県眼科医会総会・学術定例会

日時

6/11(日) 13:00～18:00

開催場所

奈良県医師会館

講演時間

特別講演 14:30～16:00

内

容

教科書には載っていない硝子体手術のコツ

Ｈ２９．５．１５以降
講

師

宮田眼科病院 副院長 中原 正彰

単位

CC

1.5

15・36

主催1

奈良県眼科医会
0744-22-8502

第8回奈良がん病診連携を考える会

宇陀地区病診連携懇話会

6/17(土) 17:00～19:00

6/17(土) 16:00～18:00

奈良パ－クホテル

美榛苑

大阪大学大学院医学系研究科 脳神経
感覚器外科学（眼科学）
教授 西田 幸二

特別講演 16:00～17:30

眼とiPS細胞の未来

特別講演 17:00～18:00

高度化されるＥＨＲ（地域医療介護連携ネットワ－ 株式会社ヘルスケアリレイションズ
ク）と病院経営について
取締役副社長 横田 元

1.5

2・9

1

12

第8回奈良がん病診連携を考
える会
近畿大学医学部奈良病院
0743-77-0880

特別講演 18:00～19:00

Precision Medicineとがん薬物療法

近畿大学医学部内科学腫瘍 内科部門
講師 川上 尚人

1

10

特別講演 16:00～17:00

医療・介護ICT事業導入における多職種の連携
について

宇陀市医療・介護あんしんセンタ－
所長 林 佳江

1

9・13

宇陀地区医師会
0745-96-9920

特別講演 17:00～18:00

在宅医療の現状と今後の課題

宮城医院 院長 宮城 信行

1

80・81

1

73

白庭病院
0743-70-0022

奈良県西和医療センタ－患者
支援センタ－
0745-32-0505

第5回北西和地区病診連携講演会

6/17(土) 17:00～19:00

ホテル日航奈良

特別講演 18:00～19:00

新時代を迎えた心房細動：次に考えるべき課題

関西医科大学病院 枚方病院 循環器内
科
講師 宮坂 陽子

第39回地域医療連携講座

6/22(木) 14:00～15:30

奈良県西和医療センタ－

講演 14:00～15:30

人工透析の適応と管理

奈良県西和医療センタ－ 腎臓内科
部長 濱野 一將

1.5

73

一般社団法人生駒市医師会学術講
演会

6/23（金) 14:00～15:30

生駒メディカルセンタ－

特別講演 14:00～15:30

『慢性呼吸器疾患における感染症マネジメント』
～肺炎球菌ワクチンの使い方～

岸和田市民病院 呼吸器内科
部長 加藤 元一

1.5

11・45

第27回南和地区糖尿病フォ－ラム

6/29(木) 17:45～19:35

南奈良総合医療センタ－

一般講演 18:00～18:30

糖尿病非薬物治療におけるメディカルスタッフの 康生会クリニック 看護部
役割
主任 仙水 麻紀子

0.5

10

一般社団法人生駒市医師会
0743-75-3535

吉野地区糖尿病を考える会
0747-54-5000

特別講演 18:30～19:30

現代の糖尿病ケア～SGLT2阻害剤の多面的な影 武田病院 健診センタ－
響を活かす～
所長 桝田 出

1

76

日本医師会生涯教育制度奈良県医師会認定講座

平成29年度
会の名称

奈良県医師会内科部会学術講演会

日時

7/1(土) 17:30～19:00

開催場所

橿原ロイヤルホテル

講演時間

講演 17:30～18:00

内

容

白衣高血圧に関して

Ｈ２９．５．１５以降
講

師

クリニック神宮前 院長 髙見 武志

単位

CC

0.5

74

主催1

奈良県医師会内科部会
0744-22-8502

講演 18:00～19:00

第12回NARA Meeting

7/8(土) 17:00～19:00

奈良ホテル

講演 18:00～19:00

フォ－カス！最後の心房細動診療-Ageing ×
Atrial Fibrillation-

心臓血管研究所 所長 山下 武志

1

78

炎症と免疫に基づいた関節リウマチ治療

東広島記念病院 リウマチ・膠原病センタ
－
院長 岩橋 充啓

1

61

NARA Meeting
奈良県立医科大学整形外科
0744-22-3051

1

77

奈良県臨床整形外科医会
田中医院
0742-44-6669

1

57

奈良県臨床整形外科医会

奈良県臨床整形外科医会研修会

9/2(土) 16:00～18:40

ホテルリガ－レ春日野

特別講演 16:20～17:20

悪しき骨血管相関を断つ骨粗鬆症治療

大阪市立大学大学院医学研究科 代謝
内分泌病態内科学
准教授 今西 康雄

奈良県臨床整形外科医会研修会

9/2(土) 16:00～18:40

ホテルリガ－レ春日野

特別講演 17:30～18:30

腕神経叢損傷再建手術のピットフォ－ル－神経
移行・血管柄付き筋肉移植手術を中心に－

近畿大学医学部 整形外科
教授 柿木 良介

