
共催：第1部 埼玉医科大学医師会／中外製薬株式会社、第2部 埼玉医科大学医師会／埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科

後援：川越市医師会

～あなたとブレストケアを考える会～

10 月2 日（日）日にち

第1部

会場 ウェスタ川越 1F 多目的ホール

13:00-16:30（12:40開場）

10:20-11:50（10:00開場）

＜第１部＞

※第1部プログラムは裏面をご参照下さい。

※第2部の詳細は3,4頁目をご参照下さい。

定員

参加費

200名

第1部：無料

第2部：1,000円
第2部



・・・・・・ ・ ＜第1部プログラム（10:20～11:50）＞ ・ ・・・・・・

10:00 開場

総合司会 園田マイコ さん（モデル）

開会の挨拶 矢形 寛 先生（埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科）

「乳がんの検診について」
座長：山田 博文 先生（赤心堂病院 外科）

演者：大崎 昭彦 先生（埼玉医科大学国際医療センター 乳腺腫瘍科）

「乳房再建の手術について」
座長：秦 怜志 先生（川越三井病院 病院長）

演者：三鍋 俊春 先生（埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科）

「乳がんの全身治療について」
座長：小西 寿一郎 先生（独立行政法人国立病院機構埼玉病院 乳腺外科）

演者：藤本 浩司 先生（埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科）

「乳がんの緩和ケアについて」
座長：廣瀬 哲也 先生（ひろせクリニック 院長）

演者：儀賀 理暁 先生（埼玉医科大学総合医療センター 緩和ケア推進室）

閉会の挨拶 佐伯 俊昭 先生（埼玉医科大学国際医療センター 副院長）

※第2部準備のため、一旦ご退室をお願い申し上げます。
13:00からの第2部＜With You 小江戸＞へのご参加もお待ちしております。

会場アクセス

講演1

講演2

講演3

講演4

10:25～10:45

10:45～11:05

11:05～11:25

11:25～11:45

10:20～10:25

11:45～11:50



＜第2部＞

10 月2 日（日）

13:00-16:30
（12:40開場）

〒350-8550

埼玉県川越市鴨田1981

埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科外来

FAX番号：049-228-3441

※FAXでのお申し込みの際は、裏面をご記入頂き上記までFAXをお願い致します。

共催：埼玉医科大学医師会／埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科、 後援：川越市医師会

～あなたとブレストケアを考える会～

1,000円200名定員 参加費

グループワーク専用
申込用紙

お手数ですが

52円切手を

お貼り下さい

＜キリトリ線＞

＜
キ
リ
ト
リ
線
＞

グループワーク内容
※何でも相談コーナー参加の方は申し込み不要です。

①手術、乳房再建
②リンパ浮腫
③乳がんの遺伝
④再発した方
⑤お薬の疑問・不安
⑥妊娠・出産に対する
疑問・不安

⑦緩和ケア

※グループワークご参加希望
の方は、左記の申込用紙にて
事前にお申し込み下さい。

※グループワーク専用の申込用紙です。

聴講のみ希望の方、何でも相談コーナー参加の方は申し込み不要です。

日時

会場 ウェスタ川越

多目的ホール

（裏面の地図をご参照下さい）

第1回

締切り：2016年8月末日消印有効

グループワーク参加希望の方のみ、申し込みが必要です。

http://saitama-
med.wixsite.com
/withyoukoedo

HPはこちら

http://saitama-med.wixsite.com/withyoukoedo


・ ・ ・ ・ ・ ＜第2部プログラム（13:00～16:30）＞・ ・ ・ ・ ・・

12:40 受付開始

総合司会 溝口 綾子 さん（乳がん体験者の会「KSHS」代表）

開会の挨拶 霞 富士雄 先生（順天堂大学客員教授、With Youあなたとブレストケアを考える会代表）

「乳がん治療に伴うリンパ浮腫」

佐藤 佳代子 先生（学校法人後藤学園附属リンパ浮腫研究所 所長）

「乳がん患者さんに薬剤師ができること」

佐野 元彦 先生（埼玉医科大学総合医療センター 薬剤部 がん専門薬剤師）

「ワンポイントレクチャー：乳がん・最近の話題」

鈴木 正人 先生（千葉医療センター 乳腺外科）

「ワットさんの元気が出る話」

ワット 隆子 さん（あけぼの会 会長）

モデルウォーク 園田マイコ さん（モデル）

＜休憩＞
※この間に、各グループワーク会場への移動も併せてお願いします。

グループワーク ＆ 何でも質問コーナー
※受付にてご自身のグループワークと会場をご確認下さい。

※何でも質問コーナーは事前申し込み不要。遺伝・再建の質問等、何でもお答えします！

閉会の挨拶 矢形 寛 先生（埼玉医科大学総合医療センター ブレストケア科）

■グループワークとは…

テーマごとに乳がんを経験された
患者さん、そのご家族、医療従事
者（医師、看護師）で小グループ
に分かれて、ご経験された不安、
疑問などについて話し合います。

①手術、乳房再建
②リンパ浮腫
③乳がんの遺伝
④再発した方
⑤お薬の疑問・不安
⑥妊娠・出産に対する
疑問・不安

⑦緩和ケア

※グループワークご参加希望の方
は、下記の申込用紙にて事前にお
申し込み下さい。

■何でも質問コーナー

テーマにとらわれず幅広く質問に
お答えします。グループワークに
参加されない方は、是非何でも相
談コーナーにご参加ください。
※こちらは事前申し込み不要です。

ウェスタ川越 1F
多目的ホール

川越市新宿町1丁目17番地17
電話：049-249-3777
ＪＲ川越線、東武東上線「川
越駅」西口より徒歩約5分
西武新宿線「本川越駅」より
徒歩約15分
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フリガナ フリガナ どちらかにレを付けてください

（ 歳）
参加者とのご関係（ ）

（ 歳）
参加者とのご関係（ ）

□一般の方
□医療従事者
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第一希望 第二希望 第三希望

グループワーク専用
申込用紙

※どのグループワークに参加するかは、当日受付にてお知らせします。

※人数の都合上、ご希望に添えない場合もございます。ご了承下さい。

FAXでお申し込みの際には、こちらの面をFAXして下さい。 FAX番号：049-228-3441

＜キリトリ線＞

＜
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＞

※グループワーク専用の申込用紙です。聴講のみ希望の方、

何でも相談コーナー参加の方は申し込み不要です。

講演1

講演2

講演3

講演4

13:00～13:05

13:05～13:35

13:35～13:50

13:50～14:05

14:05～14:25

14:25～14:40

15:00～16:20

16:25～16:30 http://saitama-
med.wixsite.com
/withyoukoedo

HPはこちら

http://saitama-med.wixsite.com/withyoukoedo

