
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 日本人のＣＹＰ遺伝子多型と

どう対峙するか？ 他1題

講師） 岐阜大学大学院医学系研究科 脳神経

外科学分野 講師 榎本 由貴子 先生 他1名

講師） 九州大学医学部皮膚科学教室

臨床准教授 中原 剛士 先生 他1名

演題） 日常診療に潜むＣＯＰＤ

～発見し介入する意義～

講師） 奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座

　教授 室 繁郎 先生

演題） 心不全におけるカリウム管理-至適な薬物

 治療を全ての心不全患者に届けるために-　

講師） 福岡赤十字病院 循環器内科

　副部長 松川 龍一 先生

演題） 神経障害性疼痛の診断・治療のコツ～患者

さんの安心・安全のための至適用量とは？～

講師） 京都大学医学部附属病院 麻酔科 助教

ペインクリニック外来医長 加藤 果林 先生

演題） 腎性貧血治療の課題と展望

～ＨＩＦ-ＰＨ阻害剤への期待～ 他1題

講師） 赤穂市民病院診療部長・内科部長

高原 典子 先生 他1名　

演題） 知っておきたい高血圧のあれこれ

ー厳格な血圧管理のためのARNIー 他1題

講師） 名古屋大学大学院 医学系研究科 先進循環

器治療学講座 特任教授 柴田 玲 先生 他1名

演題） 入院患者さんの不眠症治療薬はどのように

選択していますか？ 他1題

講師） 九州大学病院 精神科神経科　

診療准教授 小原 知之 先生 他1名　

演題） ＣＧＲＰ抗体薬の片頭痛診療

における役割 他2題

講師） 熊本市民病院 脳神経内科

 首席診療部長 橋本 洋一郎 先生 他2名 

18日(月) 19:00
萃香園

※同時に
ＷＥＢ開催

筑後川フォーラム 1.5
20
69
70

※視聴に関する問合せ先：松尾（e-mail:ichiro.matsuo@merck.com TEL:080‐2406‐9706）

裏面に続く

第33回筑後地区
アレルギー疾患懇話会

13日(水)

1 26
79

演題）

※視聴に関する問合せ先：須藤（e-mail:sudou.taichi@ma.mt-pharma.co.jp TEL:0942-36-2570）

学術講演会等の予定（令和４年４月）

内　　　容

14日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米内科医会
学術講演会

1.5
22
65
75

45
46

※視聴に関する問合せ先：入江（TEL:090-6462-0535）

第31回筑後呼吸器
疾患研究会

（受講料：500円）

1

慢性蕁麻疹の病態と治療戦略 他1題

ＷＥＢ
開催

これからの
抗血栓療法を考える

1

※視聴に関する問合せ先：中村（e-mail: Tomohiro.Nakamura@astrazeneca.com TEL:070-2287-9535）

74
76

※視聴に関する問合せ先：三村（TEL：0942-33-5888）

13日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

循環器疾患における
電解質管理を考える会

1

60
6314日(木) 19:00 ＷＥＢ

開催
痛みについて考える

Webセミナー
1

※視聴に関する問合せ先：佐藤（TEL：0942-33-5888）

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

久留米シ
ティプラザ
大会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

Heart＆KidneyUp
ToDateSeminar

1.5
11
74
82

7日(木) 19:00

12日(火) 19:00 医師会館

19:00
医師会館

※同時に
ＷＥＢ開催

14日(木) 19:00

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

30
781Chikugo

Migraine Seminar

久留米
ホテル
エスプリ
※同時に

ＷＥＢ開催

19:0018日(月)

24
43



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 見逃してはいけない二次性頭痛の鑑別

他2題

講師） 九州医療センター 脳血管・神経内科　

医長 桑城 貴弘先生 他1名 

演題） がん患者治療と仕事の両立支援

～多職種の関わり～

講師） 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 産業医科大学病院

 就学・就労支援センター副センター長 立石 清一郎 先生　

演題） 超高齢社会における適切な抗血栓療法

～脳梗塞予防と頭蓋内出血回避を如何に両立させるか～

講師） 国立病院機構九州医療センター 臨床研究推進部長

脳血管・神経内科 部長 矢坂 正弘 先生

演題） 肺動脈性肺高血圧症をどう診断して

どう治療していくか？ 他2題

講師） 久留米大学医学部 内科学講座 心臓血管・内科部門/

久留米大学病院 循環器病センター 教授 田原 宣広 先生 他2名

演題） 糖尿病診療アップデート：

高齢者糖尿病と新しい治療薬 他2題

講師） 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌

内科学分野 主任教授 鈴木 亮 先生 他2名

演題） ＣＫＤ診療におけるカリウム管理の重要

性と新規カリウム吸着剤への期待 他1題

講師） 小倉記念病院 副院長 腎臓内科

主任部長 金井 英俊 先生 他1名

講師） 久留米大学医学部 外科学講座 心臓血管

外科部門 教授 田山 栄基 先生 他7名

1
7
9

11
12

10
24

44
73
76

※視聴に関する問合せ先：中村（e-mail: Tomohiro.Nakamura@astrazeneca.com TEL:070-2287-9535）

20日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

ほとめきWEBセミナー 1 10
12

※視聴に関する問合せ先：佐藤（e-mail:sato.takashi46@chugai-pharm.co.jp）

筑水会館
※同時に

ＷＥＢ開催

18:00

脳卒中診療の架け橋

※視聴に関する問合せ先：網代（e-mail：ajiro.hideo.hj@daiichisankyo.co.jp）

1

人口心臓の現況 他7題演題）

27日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米医療連携講演会 1.5

第76回久留米医学会
学術講演会

※視聴に関する問合せ先：竹田(email: staked10@its.jnj.com TEL:080-2158-5331)

21日(木) ＷＥＢ
開催

22日(金) 19:15

久留米シ
ティプラザ
大会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

第67回筑後佐賀
糖尿病学術講演会

2

23
73
76
82

※当日視聴リンクhttps://forms.office.com/r/fYqDU1gwmB  ※会場参加の連絡先：若林（e-mail:aywb@novonordisk.com）

※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：白水（e-mail:kigakkai@med.kurume-u.ac.jp）

20日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

28日(木)

内　　　容

2.5

肺高血圧症 多職種連
携ミーティング2022

1

74
78

18:30

30
51
73

※視聴に関する問合せ先：山本（e-mail:Yamamoto.Chiharu@otsuka.jp）

19日(火) 18:40 ＷＥＢ
開催

第141回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5


