
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科

副院長 近藤 康博 先生 

演題）  なぜやめられない？骨粗鬆症治療ー健康寿命100年

を目指した効果的で安全な逐次療法とはー

講師） 東京慈恵会医科大学 整形外科学講座

主任教授 斎藤 充 先生

講師） 慶應義塾大学医学部 呼吸器内科

教授 福永 興壱 先生

演題） ＣＫＤの病態と治療～新たな治療戦略～

他1題

講師） 奈良県立医科大学 腎臓内科学　

教授 鶴屋 和彦 先生 他1名

演題） 進行性線維化を伴う間質性肺疾患(PF-ILD)　

の疾患概念と早期治療の重要性 他1題

講師） 久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・

膠原病内科 准教授 富永 正樹 先生 他1名

演題） 糖尿病合併症進展抑制と

予防のための病診連携

講師） 高木病院 循環器内科 

部長 稲毛 智仁 先生 他1名

演題） 今更何を⁉ 肺癌のＸ線診断

～ＣＴ冠状断像との対比で再考する～

講師） 国立がん研究センター中央病院 

副院長 放射線診断科長 楠本 昌彦 先生

※視聴に関する問合せ先：西嶋（e-mail：takashi.nishijima@ge.com TEL：080-4357-9989）

※視聴に関する問合せ先：辻（e-mail：tsuji.takayuki.ec@daiichisankyo.co.jp TEL：0942-33-5888）

裏面に続く

15日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

第225回筑後地区
レントゲンアーベント

特別講演会
1 1

15

※視聴に関する問合せ先：後藤（e-mail：goto.hayato.s8@daiichisankyo.co.jp TEL：0942-33-5888）

15日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

第18回筑後臨床
不整脈勉強会
Webセミナー

1 43
44

演題） 症例に学ぶデバイス治療の実例 他1題

※視聴に関する問合せ先：伊藤（e-mail：hiromasa.ito@boehringer-ingelheim.com）

13日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

合併症予防を目指した
糖尿病診療連携
Webセミナー

0.5 74
講師） いのくち医院 院長 猪口 哲彰 先生

※視聴に関する問合せ先：東（e-mail：shotaro.azuma.xw@kyowakirin.com）

11日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米内科医会
学術講演会

1 45
79

※視聴に関する問合せ先：入江（TEL：090-6462-0535）※事前登録URL：https://zoom.us/webinar/register/WN_jeqvjuhlROuFHKAXx10NjQ

8日(金) 18:40 ＷＥＢ
開催

第135回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5
4

18
77

※視聴に関する問合せ先：井上（e-mail：inoue.acc@om.asahi-kasei.co.jp TEL：0942-30-7100）

6日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

第30回筑後呼吸器
疾患研究会

1 1
79

演題） 難治性喘息について

※視聴に関する問合せ先：菅田（e-mail：ma-sugata@taiho.co.jp TEL：080-8019-3409）

5日(火) 18:45 ＷＥＢ
開催

筑後臨床整形外科医会
第25回筑後地区
脊椎外科研究会

1.5
59
60
77

学術講演会等の予定（令和３年１０月）

内　　　容

1日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米間質性肺疾患・
肺がん研究会(KIDLS)

1 45
演題） 間質性肺疾患における最近の話題



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 総合病院 精神科における

慢性便秘症治療について

講師） 聖マリア病院 精神科 診療部長

塚本 竜生 先生

演題）  脱髄疾患のＭＲＩ診断ー造影ＭＲＩ

における最近の話題も含めてー

講師） 大阪市立大学大学院医学研究科 放射線

診断学・IVR学 教授 三木 幸雄 先生

演題） PCI後のOptimal Medical Therapy

～STOPDAPT2の知見から～ 他1題

講師） 小倉記念病院 循環器内科

部長 道明 武範 先生 他1名

講師） 久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門

　(第一内科)呼吸器病センター 教授 川山 智隆 先生 他3名

演題） 激動の脊髄性筋萎縮症：遺伝子治療

の実際と早期診断の重要性

講師） 久留米大学医学部 小児科学講座

助教 弓削 康太郎 先生

演題） 心不全診療の新たな展開：

肺循環障害とNO-sGC-cGMP経路

講師） 久留米大学医学部 心臓・血管内科部門

主任教授 福本 義弘 先生

演題） デジタルトランスフォーメーション時代

の糖尿病診療 他2題

講師） 九州大学病院 ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

教授 中島 直樹 先生 他2名

演題） 行く末を見据えた日常の高血圧診療

〜健やかな心臓・血管を守る意義

講師） 久留米大学医療センター 循環器内科

教授 甲斐 久史 先生

※視聴に関する問合せ先：黒土（e-mail：masato.kurotsuchi@bayer.com）

29日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

高血圧疾患啓発講演会
in KURUME

1 45
74

※視聴に関する問合せ先：山口（e-mail：ryu.yamaguchi@novartis.com TEL:080-7196-7935）

28日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

心不全
ジョイントセミナー

1 10
73

※視聴に関する問合せ先：山中(e-mail：Yamanaka.Airi@otsuka.jp TEL：080-6644-3443)

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、延期又は中止になる場合があります。
 開催当日、当医師会ホームページよりご確認の上、ご参加下さいますようお願いします。
 感染対策の為、参加者の人数制限をされる場合があります。ご参加頂く際はマスク着用をお願い致
します。
※久留米医師会館で開催の講演会にご参加頂く際、医師会館駐車場は３０台程しかございませんの
で、近隣の有料駐車場をご利用下さいますようお願い致します。

28日(木) 19:15 ＷＥＢ
開催

第66回筑後佐賀
糖尿病学術講演会

2

4
73
76
82

※視聴に関する問合せ先：若林（e-mail：aywb@novonordisk.com）※事前参加申込ﾌｫｰﾑhttps://bit.ly/3ElBUbc

28日(木) 19:00
医師会館
※同時に

ＷＥＢ開催

第220回筑後小児科
医会セミナー

1 9
72

※視聴に関する問合せ先：釘本（e-mail：naoki.kugimoto@guerbet.com TEL：080-2305-9331）

27日(水) 18:20 医師会館
第7回筑後呼吸
ケア講演会

1.5
10
73
80

演題） 睡眠時無呼吸の診療と医療連携 他3題

※視聴に関する問合せ先：山中(e-mail：Yamanaka.Airi@otsuka.jp TEL：080-6644-3443)

地域医療講演会25日(月) 19:00
萃香園

※同時に
ＷＥＢ開催

1 42
52

※視聴に関する問合せ先：土屋（e-mail：kenichiro_tsuchiya@eapharma.co.jp TEL：090-2236-2915）

20日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

第106回ＮＩＣ
筑後・佐賀

1 19

19日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

慢性便秘症インター
ネットセミナー
～精神科領域の
慢性便秘症治療～

1 53
54

内　　　容


