
令和 4年度川越市医師会学術講演会予定 

 （9月分及び 10月一部） 

 
日時・場所 演 題 及 び 講 師 共催 

9 月 8 日（木） 

PM7:00～ 

 
川越市医師会館 

Web 開催  

第 104 回川越東入間クリニカルカンファレンス 
川越市医師会 

埼玉県医師会 

東入間医師会 
埼玉医科大学 

総合医療センター 

エーザイ(株) 

座長：東入間医師会 医師会長 井上 達夫 先生 

【特別講演】 『生物学的製剤と感染症 

-結核、COVID-19 に与える影響について-』  

埼玉医科大学総合医療センター 感染症科・感染制御科  

教授 大野 秀明 先生 

日本医師会生涯教育講座：1 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：28 

9 月 13 日（火） 

PM7:00～ 

 
川越市医師会館 

Web 開催 

かかりつけ医のための高血圧セミナー 

川越市医師会 
 

ノ バ ル テ ィ ス 

フ ァ ー マ ( 株 ) 

 

大塚製薬 (株 ) 

座長：ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生 

【レクチャー１】 『高血圧治療 Up to Date』  

飯田医院 副院長 飯田 圭 先生 

座長：元山クリニック 院長 元山 猛 先生 

【レクチャー2】 『ARNI の実力を再考する』  

埼玉医科大学国際医療センター リサーチアドミニストレーションセンター  

教授 千本松 孝明 先生 

日本医師会生涯教育講座： 1.5 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：30,32  

9 月 14 日（水） 

PM7:00～ 

 
川越市医師会館 

Web 開催 

DUAL Seminar in 埼玉西部 

川越市医師会 
 

住友フ ァーマ 

株 式 会 社 

座長：皆川医院 院長 皆川 真哉 先生 

【講演１】 『イメグリミン投与に適した患者像』  

浅野内科クリニック 副院長 石井 秀人 先生 

座長：埼玉医科大学総合医療センター 内分泌・糖尿病内科  

教授 泉田 欣彦 先生 

【講演 2】 『ミトコンドリアとインスリン分泌 

～薬理機序から解き明かす新たな糖尿病治療戦略～』  

福島県立医科大学 病態制御薬理医学講座 主任教授 下村 健寿 先生 

日本医師会生涯教育講座： 0.5 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：5  

9 月 22 日（木） 

PM7:00～ 
川越市医師会館 

Web 開催 

KAMPO学術講演会 in 小江戸 

川越市医師会 

 

株式会社ツムラ 

座長：元山クリニック 院長 元山 猛 先生 

【特別講演】 『日常診療でよくみる病態と漢方治療』 

～浮腫や心臓神経症諸症状の改善を目指して～  

筑波大学附属病院 臨床教授 総合診療科 協和中央病院 東洋医学センター 

センター長 玉野 雅裕 先生 

日本医師会生涯教育講座：1 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：69 

9 月 27 日（火） 

PM7:00～ 
 

Web 開催 

GLP-1 Web 講演会 in 川越 

川越市医師会 

 

ノボノルディスク

ファーマ(株) 

座長：ひろせクリニック 院長 廣瀬 哲也 先生  

【特別講演】 『糖尿病治療に経口 GLP-1 受容体作動薬をどう活かすか』 

独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 名誉院長 瀬戸病院 

 糖尿病センター センター長 成宮 学 先生 

日本医師会生涯教育講座：1 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：23 

10 月 26日（水） 

PM7:00～ 
川越市医師会館 

Web 開催 

KAMPO学術講演会 in 小江戸 

川越市医師会 

 

株式会社ツムラ 

座長：池袋病院 副院長 平川 亘 先生 

【特別講演】 『認知症治療とそのケア－漢方薬にできること－』 

社会医療法人慶明会 けいめい記念病院脳神経外科  

副院長 岡原 一徳 先生 

日本医師会生涯教育講座：1 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：46 

 



 

10 月 28日（金） 

PM7:00～ 

 
川越市医師会館 

Web 開催 

2 型糖尿病合併慢性腎臓病を考える会 

川越市医師会 
 

バイエル薬品 

株 式 会 社 

座長：浅野内科クリニック 副院長 石井 秀人 先生 

【講演１】 『2 型糖尿病合併慢性腎臓病～病態と治療の最新の知見～』  

叶澤メディカルクリニック 院長 叶澤 孝一 先生 

座長：皆川医院 院長 皆川 真哉 先生 

【講演 2】 『DKD 診療の新しい展開：非ステロイド型選択的 MRA の臨床的意義』  

埼玉医科大学名誉教授・名誉病院長 埼玉医科大学かわごえクリニック客員教授 

医療法人靖和会 老人保健施設小江戸の郷 施設長 片山 茂裕 先生 

日本医師会生涯教育講座： 1 単位 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ：66,67  

 


