
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） コロナ禍を生きることと神経発達症

他1題
講師） 久留米大学医学部神経精神医学講座

准教授 大江 美佐里 先生 他1名

演題） がん関連VTEへの「攻め」の抗凝固療法
ーDOACの血栓溶解メカニズムを考えるー

講師） 東京医科大学 心臓血管外科学分野
教授 西部 俊哉 先生

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 教授 谷脇 考恭 先生　

演題） MAFLDから考える栄養療法：
代謝異常と飲酒のマネジメント

講師） 久留米大学医学部 内科学講座
消化器内科部門 准教授 川口 巧 先生　

演題） 微量元素欠乏症の予防と
セレン補充の重要性

講師） 聖マリア病院 小児外科　
診療部長 浅桐 公男 先生

演題） 希望する場所で緩和ケアを受けるには…
～意思決定支援～

講師） 久留米大学医学部 麻酔学講座
准教授 山田 信一 先生

講師） 久留米大学医学部内科学講座
腎臓内科部門 主任教授 深水 圭 先生

演題） 新時代の不眠症診療について-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？- 他1題

演題） 糖尿病の個別化医療における
GLP-1受容体作動薬の位置づけ 他1題

講師） 東京女子医科大学 内科学講座 糖尿病・代

謝内科学分野 教授 中神 朋子 先生 他1名

演題） 神経障害性疼痛治療の新展開
～薬物療法から包括的痛み治療対応～ 他1題

講師） 日本大学医学部 麻酔科学系麻酔科学分野
診療教授 加藤 実 先生 他1名

演題） 蛋白尿陰性の非糖尿病慢性腎臓病患者に
対するSGLT2阻害薬の有効性と安全性

※視聴に関する問合せ先：髙口（TEL：0942-34-4163）

裏面に続く

※視聴に関する問合せ先：岡崎（e-mail：okazaki.keitaro.cp@daiichisankyo.co.jp）

9日(水) 19:30 ＷＥＢ
開催

久留米内科医会
学術講演会

0.5 3
講師） 久留米大学腎臓内科 助教 児玉 豪 先生

※視聴に関する問合せ先：中山（e-mail:eigo-nakayama@ds-pharma.co.jp）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

痛みマネジメント
WEBセミナー

～内科医のための疼痛治療～

1 63
76

※視聴に関する問合せ先：積田（e-mail：t-tsumita@hhc.eisai.co.jp）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

Diabetes＆Incretin
Seminar in 筑後

1 10
76

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

9日(水) 18:30 ＷＥＢ
開催

睡眠薬の適正使用を
考える会WEBセミナー

1 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：加藤（TEL：0942-33-5888）

8日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

筑後CKD治療セミナー 1 73
82

演題） これからの慢性腎臓病治療

※視聴に関する問合せ先：西村（e-mail：y-nishimura@fp?pharm.jp TEL：090-3038-5950）

4日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

Live Symposium
地域で緩和ケア

を考える
1 29

81

※視聴に関する問合せ先：松原（e-mail:matubarahi@otsuka.jp TEL:090-1053-0301）

4日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

Nutritional
Management seminar

1 11

※視聴に関する問合せ先：野田（e-mail:hiroo.noda@bayer.com TEL：090-1581-3545）

3日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

肝疾患トータル
マネージメント
WEBセミナー

0.5 15

※視聴に関する問合せ先：加藤（TEL：0942-33-5888）

2日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

第107回NIC筑後・佐賀 1 19
演題） 画像から見たパーキンソニズム　

※視聴に関する問合せ先：小宮（e-mail：yota.komiya@shionogi.co.jp TEL:080-8943-0329）

2日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

Live Symposium
腫瘍循環器を学ぶ

1 10
74

学術講演会等の予定（令和４年３月）
内　　　容

1日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

筑後地区発達障害
治療講習会

1.5
4
9

72



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） JAK阻害薬がアトピー性皮膚炎診療に与える

インパクト〜小児科医の期待〜 他1題
講師） 福岡市立こども病院 アレルギー・

呼吸器科 科長 手塚 純一郎 先生 他1名

演題） 久留米市における自殺の現状
～自殺未遂者支援の必要性について

演題） 症例から学ぶ高齢者心房細動患者の抗凝固

療法～GDMTをどこまで活用するか？～
講師） 本間内科循環器内科 

院長 本間 友基 先生

演題） 当院の終わりないリエゾンサービス
～「元気にする」を合言葉に～ 他1題

講師） 朝日野総合病院 整形外科・副センター長
辻 王成 先生 他1名

演題） 大きく変化する急性骨髄性白血病の治療
他1題

講師） 佐賀県医療センター好生館 血液内科
部長 吉本　五一 先生 他1名

講師） 久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科
部門 主任教授 深水 圭 先生 他3名

演題） 間質性膀胱炎における診療ストラテジー
のポイント

講師） 山梨大学大学院 総合研究部
 泌尿器科学講座 教授 三井 貴彦 先生

演題） 高齢者てんかんの特長と薬剤選択で
考慮すべきポイント

講師） 福岡山王病院 てんかんｾﾝﾀｰ顧問，国際医療

福祉大学医学部 脳神経内科 教授 赤松 直樹 先生

講師） 筑波大学医学医療系脳神経外科脳卒中
予防・治療学講座 教授 松丸 祐司 先生

演題） 実は身近なミネラルコルチコイド
受容体関連高血圧 他1題

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 他2名　 

※視聴に関する問合せ先：三村（TEL：0942-33-5888）

※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。

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

29日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

明日の高血圧診療を
考える会

1 74
76

※視聴に関する問合せ先：内川（TEL：0942-33-5888）

28日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

Stroke Drip&Ship
Seminar

演題） 脳卒中診療アップデート
1 12

73

※視聴に関する問合せ先：入江（TEL:090-6462-0535）

25日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

筑後エリアのてんかん
診療を考える

1 12
35

※視聴に関する問合せ先：行實（e-mail：k.yukizane@teijin.co.jp  TEL:0942-46-7501）

22日(火) 19:10
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

筑後泌尿器科医会
第176回研修会

1 1
53

※視聴に関する問合せ先：馬場（e-mail: toshirou.baba@astellas.com TEL:090-7738-9629）

22日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

第6回糖尿病チーム
医療スキルアップ

セミナー
1.5

10
76
82

演題） 腎症を考慮した糖尿病治療の変遷 他3題

※視聴に関する問合せ先：伊藤（e-mail：ito.yz@om.asahi-kasei.co.jp TEL：080-3275-2018）

22日(火) 18:40 ＷＥＢ
開催

第140回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5
0

18
81

※視聴方法に関する問合せ先：内川（TEL：0942-33-5888）

18日(金) 19:20

ホテル
マリターレ

創世
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米骨粗鬆症
リエゾンサービス
（ＯＬＳ）研究会

1.5
10
12
77

※視聴に関する問合せ先：古賀（TEL：0942-34-4163）

17日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

かかりつけ医のための
高齢者の抗凝固療法を

考える会
1 43

45

※視聴に関する問合せ先：六反（e-mail：takahiro.rokutan@abbvie.com　TEL：070-3128-3959）

16日(水) 19:00
医師会館
※同時に

ＷＥＢ開催

令和３年度第２回
筑後かかりつけ医・
産業医と精神科医

連携研修会

1 11
13

講師） 久留米大学 学長 内村 直尚 先生

内　　　容

15日(火) 19:00

ホテル
マリターレ

創世
※同時に

ＷＥＢ開催

炎症性皮膚疾患
を考える会

～アトピー性皮膚炎
適応追加講演会～

1.5
7
9

26


