
謹啓
時下、先生方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、下記のごとく第15回横浜脳疾患地域連携懇話会セミナーを実施する運びとなりました。
是非ご参加頂きますよう何卒宜しく御願い申し上げます。

敬白

横浜脳卒中地域連携懇話会 代表世話人 田中 章景

【Ⅰ 情報提供 19：00～19：10】
『 抗てんかん薬 イーケプラ錠 最近の知見 』 大塚製薬株式会社 横浜医薬二課 藤田 昇

【Ⅱ 開会の辞 19：10～19：15】
横浜市立大学 神経内科 主任教授 田中 章景 先生

【Ⅲ 施設紹介 19：15～20：00】
座長 横浜なみきリハビリテーション病院 院長 阿部 仁紀 先生

横浜南共済病院 神経内科 主任部長 児矢野 繁 先生

『 横浜市の脳疾患地域連携を推進する施設の取り組み 』

横浜市立大学附属市民総合医療センター 神経内科 准教授 上田 直久 先生

イムス横浜狩場脳神経外科病院 院長 谷井 雅人 先生

汐見台病院 院長 赤池 信 先生

【Ⅳ 特別講演 20：00～21：00】
座長 横浜市立大学 神経内科 主任教授 田中 章景 先生

横浜市立大学 脳神経外科 主任教授 山本 哲哉 先生

『 てんかんの可視化-発作・外科治療・診療連携- 』

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科 准教授/
てんかんセンター 副センター長 太組 一朗 先生

第15回(平成29年度)
横浜脳疾患地域連携懇話会セミナー

日時 ： 平成30年2月22日（木） 19：00 ～ 21：00

（世話人会18:30～19:00）
場所 ： TKPガーデンシティ横浜 カンファレンスルーム6H

神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜6F（地図は裏面参照）

TEL ： 045-900-2526（代表）
会費 ： 500円（医師のみ）

共催： 横浜脳卒中地域連携懇話会 / 大塚製薬株式会社

尚、簡単な軽食を準備しております。



アクセス

TKPガーデンシティ横浜
横浜駅東口徒歩5分

計画管理病院

横浜市立大学 神経内科 主任教授 田中 章景

横浜市立大学 脳神経外科 主任教授 山本 哲哉

横浜市立大学 リハビリテーション科学 主任教授 中村 健

横浜市立大学 放射線医学 主任教授 井上 登美夫

横浜市立大学 神経内科 准教授 土井 宏

横浜市立大学附属市民総合医療センター 神経内科 准教授 上田 直久

横浜市立みなと赤十字病院 副院長 持松 泰彦

聖隷横浜病院 病院長 林 泰広

国立病院機構横浜医療センター 神経内科 部長 高橋 竜哉

横浜市立脳卒中神経脊椎センター 副病院長 城倉 健

横浜南共済病院 神経内科 主任部長 児矢野 繁

横浜南共済病院 地域医療支援センター センター長・神経内科医長岡田 雅仁

済生会横浜市南部病院 神経内科 医長 中江 啓晴

回復期リハ病院
医療法人 社団 景翠会 金沢病院 名誉理事長 院長 高山 篤也
医療法人 横浜博萌会 西横浜国際総合病院 脳神経外科 部長 坂田 義人

医療法人 五星会 新横浜リハビリテーション病院 院長 久代 裕史

社団福祉法人 恩賜財団 済生会若草病院 副院長 中村 恒夫

医療法人湘和会 湘南記念病院 院長 井上 俊夫

医療法人 社団 明芳会 新戸塚病院 副院長 秋山 克徳

医療法人 横浜柏堤会 戸塚共立リハビリテーション病院 脳神経外科部長 小松原 清光

医療法人社団 緑野会 みどり野リハビリテーション病院 理事長 桑木 晋

医療社団法人 協友会 横浜なみきリハビリテーション病院 院長 阿部 仁紀

医療法人 佐藤病院 脳外科医 倉光 徹

医療法人 光陽会 磯子中央病院 脳外科医 梅川 淳一

医療法人 健生会 朝倉病院 理事長 朝倉 昌人

医療法人 社団 健齢会 ふれあい東戸塚ホスピタル 院長 石代 欣一郎

医療社団法人 明芳会 イムス横浜狩場脳神経外科病院 院長 谷井 雅人

康心会汐見台病院 院長 赤池 信

協力施設

横浜市立市民病院 神経内科 部長 山口 滋紀

帝京大学 医学部附属溝口病院 神経内科学 教授 馬場 泰尚

藤沢市民病院 神経内科 部長 小山 主夫

医療法人 関東病院 病院長 梅川 淳一

河本クリニック 院長 河本 和行

富岡内科クリニック 院長 権田 信之


