
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） 脳卒中のトータルケアを考える脳卒中治

療ガイドライン改訂内容を含めて 他1題
講師） 佐賀大学医学部 脳神経外科

准教授 増岡 淳 先生 他1名

演題） 病診連携を含めたリウマチ診療の実際

他1題
講師） 佐世保中央病院 臨床研修・研究統括部長

植木 幸孝 先生 他1名

講師） 山梨大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科

学講座 教授 櫻井 大樹 先生 他2名 

演題） 非ステロイド型ミネラルコルチコイド受容体

拮抗薬をどのように高血圧治療に活かすか
講師） 国際医療福祉大学三田病院 副院長 国際医療

福祉大学医学部 腎臓内科学 教授 佐藤 敦久 先生

演題） 乳児の血管腫・血管奇形 

～鑑別診断と治療アップデイト～ 他1題
講師） 神奈川県立こども医療センター

皮膚科 部長 馬場 直子 先生 他1名

講師） 久留米大学医学部 産婦人科

主任教授 牛嶋 公生 先生

演題） Ｃ型肝炎ウイルスの発見から撲滅まで
ー取り組んできたこと、行っていることー

講師） 久留米大学医療センター 消化器内科 教授
福岡県肝疾患支援センター センター長 井出 達也 先生

講師） 久留米大学 神経精神医学講座 保健管理
センター 准教授 大江 美佐里 先生 他1名

演題） アドバンス・ケア・プランニングの

実践を学ぶ 他
講師） 神戸大学医学部附属病院緩和支持治療科

木澤 義之 先生 他

演題）  新時代の不眠症診療についてーレンボレキサント

は不眠症診療を変えることができるか？ー 他1題

※視聴に関する問合せ先：田上（e-mail：n-tagami@hhc.eisai.co.jp）
裏面に続く

※視聴に関する問合せ先：川島（TEL：0942-34-4163）

14日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

不眠症診療セミナー 2 20
69

講師） 久留米大学 学長 内村 直尚 先生 他1名

※視聴に関する問合せ先：藤川（e-mail:miku.fujikawa@takeda.com）

13日(日) 9:00 ＷＥＢ
開催

令和３年度久留米市
患者の意向を尊重した

意思決定のための
研修会

6
2 , 3
4,10
13
81

※視聴に関する問合せ先：町田（e-mail:fumio.machida@abbvie.com TEL:070-1313-9056）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

Psychiatry Web
Seminar in Chikugo

1 70
72

演題） 成人ADHD診療の現在 他1題

※視聴に関する問合せ先：池田（TEL：0942-34-4163）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米内科医会
学術講演会

1 6
27

※視聴に関する問合せ先：山田（e-mail:masashi.yamada.fz@kyowakirin.com）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

ＨＰＶワクチンに
関する研修会
～HPVワクチン

積極勧奨に向けて～

1 11
演題） ＨＰＶワクチン積極勧奨に向けて

※視聴に関する問合せ先：佐藤（TEL：0942-33-5888）

8日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

第95回筑後皮膚科医会 1 10
72

7日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

高血圧Ｗｅｂセミナー 1 74
76

※視聴に関する問合せ先：秋山（e-mail:y-akiyama@taiho.co.jp  TEL:080-1063-0643）

7日(月) 18:30 ＷＥＢ
開催

腹部画像診断講演会
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為延期

（期日未定）

※視聴に関する問合せ先：上野（e-mail：ueno.takashi@md.mt-pharma.co.jp TEL:0942-36-2570）

4日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米アレルギー
学術講演会

1.5
19
37
39

演題） 花粉症の特徴から考える治療戦略 他2題

※視聴に関する問合せ先：柴田（e-mail：shibata.koji.uj@daiichisankyo.co.jp TEL:0942-33-5888）

4日(金) 18:40 ＷＥＢ
開催

第139回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5
8

10
61

学術講演会等の予定（令和４年２月）
内　　　容

2日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

脳卒中トータル
ケアセミナー

1 74
78



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） 変わりつつある腎臓病診療

～SGLT2阻害薬の位置づけ～ 他1題
講師） 久留米大学医学部 内科学講座

腎臓内科部門 講師 柴田 了 先生 他1名

演題） 新時代の不眠症診療についてーレンボレキサントは

不眠症診療を変えることができるか？ー 他2題

演題） 骨と軟部組織に配慮した股関節手術

～ロモソズマブへの期待～
講師） 浜の町病院 整形外科

 部長 馬渡 太郎 先生

演題） 心腎血管貧血連関におけるHIF-PH

阻害薬の意義 他1題
講師） 広島大学 原爆放射線医科学研究所 ゲノム障害医学研究センター 教授

広島大学病院 未来医療センター センター長 東 幸仁 先生 他1名

演題） 身体疾患に潜む気分障害

ー鑑別とアプローチー 他1題
講師） 久留米大学医学部 神経精神医学講座　

助教 中村 倫之 先生 他1名

演題） 健康寿命延伸のための糖尿病治療 

ー糖尿病関連骨粗鬆症と臓器保護ー
講師） 藤田医科大学医学部 内分泌・代謝・

糖尿病内科学 教授 鈴木 敦詞 先生

講師） 医療法人社団慶仁会　川﨑病院

院長 白濵 正博 先生

演題）  糖尿病性神経障害と向き合う

〜病態・病期を考慮した診療～ 他1題
講師） 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター　

特例准教授 出口 尚寿 先生 他1名

演題） 久留米大学医療センターでのリエゾンの現況

ー不眠、せん妄の薬物療法を中心にー 他3題

講師） 久留米大学医療センター 精神科

准教授 土生川 光成 先生 他3名　

演題） 125/75㎜Hg未満へ到達するために 

かかりつけ医に出来る事‼ 他1題
講師） 大西内科ハートクリニック

院長 大西 勝也 先生 他1名　
※視聴に関する問合せ先：山本（e-mail:Yamamoto.Chiharu@otsuka.jp）

※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。

25日(金) 18:30 ＷＥＢ
開催

第13回リエゾン研究会 1.5
7

10
29

※視聴に関する問合せ先：米田（e-mail:kenichi.yoneda@takeda.com）

※視聴に関する問合せ先：三村（TEL：0942-33-5888）

25日(金) 19:00
萃香園

※同時に
ＷＥＢ開催

高血圧診療の
新たな戦略

　〜Total management
seminar〜

1.5
9

73
74

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

24日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

地域で糖尿病のTotal
Careを考える会

1 74
76

※視聴に関する問合せ先：東海林（e-mail：shuhei.shohji@astellas.com）

22日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

Osteoporosis
treatment

スキルアップ
Webセミナー

1 77
演題） 忍び寄る骨粗鬆症の恐怖

※視聴に関する問合せ先：田代（e-mail：risa.tashiro@takeda.com TEL：080-4325-0772）

22日(火) 18:30 ＷＥＢ
開催

第5回糖尿病合併症
治療を考える会

1 11
77

※視聴に関する問合せ先：村中(e-mail:tomohiko.muranaka.ext@bayer.com TEL：0120-106-398) ※事前登録URL(https://go.bayer.com/0218)

21日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

地域医療WEB講演会
精神科領域×消化器領域

1 52
70

※視聴に関する問合せ先：島本（e-mail: yoshinobu.shimamoto@astellas.com TEL:0942-36-3120）

18日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

ＣＫＤジョイント
セミナー

1 75
82

※視聴に関する問合せ先：宮田（e-mail:a2-miyata@hhc.eisai.co.jp TEL:070-2268-0949）

18日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

筑後臨床整形外科医会
学術講演会

1 61
62

※視聴に関する問合せ先：笹野（e-mail:Yusuke.sasano@astrazeneca.com TEL：080-6204-8992）

16日(水) 18:30 ＷＥＢ
開催

不眠症診療
ｗｅｂセミナー

1 20
69

講師） 久留米大学 学長 内村 直尚 先生 他2名

内　　　容

15日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

慢性腎臓病
治療セミナー

1 11
76


