
差出人: 江村泰一 emra-roki1988113@outlook.jp
件名: FW: 健康医療研究会　Webinarのご案内　「臨床医から見た新型コロナウイルス感染症と医療現場の現状」3月20日

(土)15：00
日付: 2021年2月26日 13:05
宛先: 三納吉二様 sannou@directforce.org

三納様

お世話になっております。
少しタイミングがずれてしまいましたが、
24日に下記ご案内を会員宛に行っております。
可能であれば、ホームページに掲載して頂ければ有難いです。
ご検討いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

江村　泰一
一般社団法人　ディレクトフォース
健康医療研究会　
携帯電話　090-6948-6876
メール　emra-roki1988113@outlook.jp

Windows 10 版のメールから送信

差出人: 健康・医療研究会
送信日時: 2021年2月24日 12:00
宛先: emra-roki1988113@outlook.jp
件名: 健康医療研究会　Webinarのご案内　「臨床医から見た新型コロナウイルス感染症と医療現場の現状」3月20日(土)15：00

2021年2⽉24⽇

ディレクトフォース会員の皆様

DF健康医療研究会
世話⼈ 江村泰⼀

いつもお世話になっております。
⽇頃、健康医療研究会の活動に関しましては、種々ご⽀援、ご協⼒いただき有難うございます。
コロナは新規感染者が減少傾向で、近々ワクチン接種も始まるとはいえ、引き続き病床の逼迫が伝えれていて、緊急事態宣
⾔も継続され、「⾃粛」の⽇々が続いている状況です。
そうした中、当研究会におきましては、東京女子医科大学東医療センターの内科教授　小川哲也先生をお招きして、「臨床
医から見た新型コロナウイルス感染症と臨床現場の現状」と題して下記の通りZoom⽅式によるご講演を頂けることとなりま
した。
東京⼥⼦医科⼤学東医療センターは東京都荒川区にある病床数４５０床の病院で、現在コロナ治療の地域の中心的施設とし
て、⼩川先⽣はその陣頭指揮にあたっておられます。
今回そうした状況下、⼩川先⽣からは、⼤変ご多忙なところではありますが、「医療崩壊」「病床逼迫」といったことが
種々⾔われている中、現場の状況や治療の実態等につき、⽣々しいお話が聞けるのでないかと思っております。
皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込みは下記参加申込みフォームよりお願いいたします。
以上

講師
小川 哲也先生（おがわ　てつや）
経歴
平成２年３⽉  関⻄医科⼤学医学部卒業
平成２年５⽉ 東京⼥⼦医科⼤学循環器内科（細⽥瑳⼀主任教授）⼊局
平成４年５⽉ 東京⼥⼦医科⼤学第四内科（⼆瓶宏主任教授）⼊局
平成６年３⽉  横浜労災病院内科（⻄川哲男内科部⻑）出向
平成８年３⽉  島根医科⼤学第四内科（⾼畠利⼀教授）国内留学
平成10年７⽉  東京⼥⼦医科⼤学第 四内科助⼿
平成13年10⽉ 医学博⼠号取得
平成17年７⽉  東京⼥⼦医科⼤学 第四内科医局⻑ (〜H22.9)
平成21年10⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 第四内科准講師
平成23年4⽉  東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 講師
平成24年2⽉  東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 准教授
平成26年4⽉  東京⼥⼦医科⼤学 男⼥共同参画局 
⼥性医師再教育センター副センター⻑（兼務）
平成28年4⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 臨床⼯学部部⻑
（〜H29）
平成29年4⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター ⾎液浄化部部⻑
平成30年9⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 教授

専門分野： 臨床腎臓病学、⾼⾎圧、透析療法、腎疾患と動脈硬化、⼼腎連関
研究分野： ⼼・腎⾎⾏動態、⾎管⽯灰化、降圧療法と腎予後、腸内細菌、

所属学会
⽇本内科学会（認定医、専⾨医）
⽇本腎臓学会（専⾨医、指導医、評議員）、
⽇本透析療法学会（専⾨医、指導医、評議員）
⽇本⾼⾎圧学会（専⾨医、指導医）、
⽇本プライマリ・ケア連合学会（認定医、指導医）
⽇本循環器学会、⽇本動脈硬化学会、急性⾎液浄化学会、⽇本リウマチ学会
国際腎臓学会ヨーロッパ腎臓・透析・移植学会
Editorial Bord Member: Renal Replacement Therapy

(the official publication of the Japanese Society for Dialysis Therapy )

開催要領

1. 日時　３月２０日（土）15時～17時
2. 方式　リモート方式（Zoom）開催前日3月9Zoom Invitationをお送りいたします。
3. 参加費２,０００円（下記に振込をお願いします。）
4. 締め切り　 3月18日（木）

5. お支払い　下記健康医療研究会の口座へお振込みください。

　銀行名三菱UFJ銀行

　店番　084

　支店　青山通支店　

　口座番号　普通預金　0352949

　名義　一般社団法人ディレクトフォース健康・医療研究会　　

参加申込みフォーム

mailto:emra-roki1988113@outlook.jp
mailto:sannou@directforce.org
mailto:emra-roki1988113@outlook.jp
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:dfkenkohiryo@directforce.org
mailto:emra-roki1988113@outlook.jp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbEMS2Zw7Xyo_zNmirVeHC52TaAKIEhJcGvLYj9EM-kjw-A/viewform?usp=sf_link
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いつもお世話になっております。
⽇頃、健康医療研究会の活動に関しましては、種々ご⽀援、ご協⼒いただき有難うございます。
コロナは新規感染者が減少傾向で、近々ワクチン接種も始まるとはいえ、引き続き病床の逼迫が伝えれていて、緊急事態宣
⾔も継続され、「⾃粛」の⽇々が続いている状況です。
そうした中、当研究会におきましては、東京女子医科大学東医療センターの内科教授　小川哲也先生をお招きして、「臨床
医から見た新型コロナウイルス感染症と臨床現場の現状」と題して下記の通りZoom⽅式によるご講演を頂けることとなりま
した。
東京⼥⼦医科⼤学東医療センターは東京都荒川区にある病床数４５０床の病院で、現在コロナ治療の地域の中心的施設とし
て、⼩川先⽣はその陣頭指揮にあたっておられます。
今回そうした状況下、⼩川先⽣からは、⼤変ご多忙なところではありますが、「医療崩壊」「病床逼迫」といったことが
種々⾔われている中、現場の状況や治療の実態等につき、⽣々しいお話が聞けるのでないかと思っております。
皆様のご参加をお待ちしております。

お申し込みは下記参加申込みフォームよりお願いいたします。
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講師
小川 哲也先生（おがわ　てつや）
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平成２年３⽉  関⻄医科⼤学医学部卒業
平成２年５⽉ 東京⼥⼦医科⼤学循環器内科（細⽥瑳⼀主任教授）⼊局
平成４年５⽉ 東京⼥⼦医科⼤学第四内科（⼆瓶宏主任教授）⼊局
平成６年３⽉  横浜労災病院内科（⻄川哲男内科部⻑）出向
平成８年３⽉  島根医科⼤学第四内科（⾼畠利⼀教授）国内留学
平成10年７⽉  東京⼥⼦医科⼤学第 四内科助⼿
平成13年10⽉ 医学博⼠号取得
平成17年７⽉  東京⼥⼦医科⼤学 第四内科医局⻑ (〜H22.9)
平成21年10⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 第四内科准講師
平成23年4⽉  東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 講師
平成24年2⽉  東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 准教授
平成26年4⽉  東京⼥⼦医科⼤学 男⼥共同参画局 
⼥性医師再教育センター副センター⻑（兼務）
平成28年4⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 臨床⼯学部部⻑
（〜H29）
平成29年4⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター ⾎液浄化部部⻑
平成30年9⽉ 東京⼥⼦医科⼤学 東医療センター 内科 教授

専門分野： 臨床腎臓病学、⾼⾎圧、透析療法、腎疾患と動脈硬化、⼼腎連関
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国際腎臓学会ヨーロッパ腎臓・透析・移植学会
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