
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 久留米大学医学部 整形外科教室
主任教授 平岡 弘二 先生

演題） アクティブシニアの心房細動患者における抗凝固

療法とカテーテルアブレーションの適応 他1題
講師） 国際医療福祉大学医学部特任臨床教授・

大学院教授 熊谷 弘一郎 先生 他1名

演題） 脳梗塞再発予防のための抗血小板療法
～プラスグレルへの期待～

講師） 九州大学大学院医学研究院　
病態機能内科学 教授 北園 孝成 先生

講師） 横浜市立大学大学院医学研究科 
肝胆膵消化器病学 主任教授 中島 淳 先生

演題） AD Continuum・バイオマーカーパネルを
用いた早期アルツハイマー病の診断 他1題

講師） 東京都健康長寿医療センター 脳神経内科
部長 岩田 淳 先生 他1名

演題） 合併症予防・QOL維持のための糖尿病診療
～Clinical Inertiaへの挑戦～ 他1題

講師） 久留米大学医療センター 糖尿病センター
教授 田尻 祐司 先生 他1名

講師） 久留米大学医療センター 糖尿病センター
教授 田尻 祐司 先生 他1名

講師） 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科
皮膚病態学分野 教授 室田 浩之 先生

演題） 多様化した進行性前立腺癌診療を考える
：フラグを見逃さないで回収するには？

講師） 東邦大学医療センター佐倉病院 
教授 鈴木 啓悦 先生

演題） 忘れていませんか『糖尿病網膜症』
〜内科医が気をつける網膜症のポイント〜 他2題

講師） 大島眼科病院 内科部長 田代 憲司 先生　
他2名

学術講演会等の予定（令和４年６月）

内　　　容

3日(金) 19:40

ホテル
ニュープラ
ザ久留米
※同時に

ＷＥＢ開催

筑後臨床整形外科
医会学術講演会

（筑後臨床整形外科医会員以外で
現地参加者のみ受講料：1,000円）

1 4
演題） 転移性骨腫瘍に対する整形外科医の役割

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

7日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

脳卒中発症後を
再考する

1 78

※視聴に関する問合せ先：前田(e-mail：s-maeda@taisho.co.jp TEL:090-5997-7405）

6日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

循環器Expert
レクチャー

1 0

※視聴に関する問合せ先：鎌仲(e-mail：kamanaka.masayoshi.jk@daiichisankyo.co.jp　TEL:0942-33-5888）

8日(水) 19:30
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米内科医会
学術講演会

1 54
演題） ビフィズス菌の新展開

※視聴に関する問合せ先：畑迫(e-mail：hatasako_hidetami@biofermin.co.jp TEL:080-3841-7122）

9日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

片頭痛治療
 Up to date

1 30
演題） 新時代を迎えた片頭痛治療

講師）

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

10日(金) 19:00

久留米シ
ティプラザ
中会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米糖尿病と
フットケアセミナー

1.5 62
76

池田脳神経外科 院長 池田 耕一 先生

※視聴に関する問合せ先：内川(TEL：0942-33-5888）

10日(金) 18:45 ＷＥＢ
開催

第16回筑後認知症
研究会

1.5 12
29

※視聴に関する問合せ先：須摩(e-mail:taro.suma@merck.com  TEL:080-6604-3050）

14日(火) 19:00

久留米シ
ティプラザ
中会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米糖尿病連携の会 1 12
演題） 合併症予防を目指した糖尿病治療 他1題

※視聴に関する問い合わせ先：小川(e-mail:ogawa.hirofumi@mw.mt-pharma.co.jp TEL:080-5776-6078）

16日(木) 18:40
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

第177回筑後泌尿器科
医会研修会

1 55

※当日視聴リンクhttps://forms.office.com/r/ip1XsbGTjX  ※会場参加の連絡先：若林（e-mail:aywb@novonordisk.com）

14日(火) 19:15
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

第96回筑後皮膚科医会 1 26
演題） アトピー性皮膚炎の診療：最近の話題

※視聴に関する問合せ先：佐熊(e-mail:ysakuma1@its.jnj.com ）

裏面に続く

19日(日) 9:25 ＷＥＢ
開催

第30回実地医家のため
の糖尿病セミナー

in筑後
1.5 73

※事前登録リンク https://bit.ly/3vKZmLN ※視聴に関する問合せ先：伊藤（e-mail: ksai@novonordisk.com）



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） 2型糖尿病治療におけるGLP-1

受容体作動薬の役割
講師） 新古賀病院 副院長・

糖尿病センター長 川﨑 英二 先生

演題） リウマチ内科医からみたPsoriatic 
diseaseの治療選択 他

講師） 今村総合病院 膠原病･リウマチ内科 
部長 伊藤 加菜絵 先生 他2名 

講師） 国立循環器病研究センター 脳神経外科
 医長 今村 博敏 先生

演題） 今だからこそ見直そう、頭頸部外科医
としての手術道 他2題

講師） 埼玉県立がんセンター 頭頸部外科
 副病院長 別府 武 先生 他2名

演題） ＲＡ患者の筋肉とサルコペニア
～貯筋のすすめ～

講師） 大阪市立総合医療センター 整形外科
医長 多田 昌弘 先生

演題） 当院の精神科リエゾンチームの活動と
不眠診療 他1題

講師） 九州大学病院精神科神経科・リハビリテー
ション科 助教 大橋 綾子 先生 他1名

演題） 胃癌化学療法における栄養サポートの重要性
～多職種連携で患者満足度の高い胃がん治療を提供するために～

講師） 市立豊中病院 医務局長/
外科主任部長 今村 博司 先生 

演題） 在宅医療に役立つ高齢者の皮膚疾患について

～皮脂欠乏症、帯状疱疹を中心に～ 他1題
講師） 久留米大学医学部 皮膚科学教室

主任教授 名嘉眞 武國 先生 他1名

演題） 久留米大学病院におけるVortioxetineの
使用状況と今後の課題　

講師） 久留米大学神経精神医学講座
講師 中村 倫之 先生

演題） AFIRE研究の結果からAf合併ステント留置
術後患者の抗血栓療法を再考する

演題） 高血圧合併糖尿病患者さんに対する
降圧治療構想の転換 他1題

講師） 東大和病院 副院長 糖尿病センター
 センター長 犬飼 浩一 先生 他1名

内　　　容

※視聴リンク　https://bit.ly/3NfrbmC ※視聴に関する問合せ先：伊藤（e-mail: ksai@novonordisk.com）

21日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

Biologic Clinical
Seminar in Kurume

0.5 73

21日(火) 18:30 ＷＥＢ
開催

糖尿病WEB講演会 0.5 76

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

21日(火) 19:00 筑水会館
筑後耳鼻咽喉科
カンファレンス

（受講料：1,000円）
2

1
38
39

※視聴に関する問合せ先:中村(e-mail: th-krm-seminar-03@taiho.co.jp TEL:090-5819-4328）

21日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

脳血管障害治療
Up to Date

1 78
演題） 脳梗塞治療の最前線

※視聴に関する問合せ先：若林(e-mail:wakabayashi.hiroaki20@chugai-pharm.co.jp）

24日(金) 18:30 ＷＥＢ
開催

第143回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 20
69

22日(水) 19:00

久留米シ
ティプラザ
中会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

RA診療Webセミナー
in 久留米

1 73

※視聴に関する問合せ先：森(e-mail:kenji-mori@taiho.co.jp  TEL:080-1194-6567）

24日(金) 19:10
医師会館
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米久ひ会
久留米外科医会

合同在宅学術講演会
1 26

80

※視聴に関する問合せ先：地域医療連携室（TEL:0120-503-453）

24日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

ほとめきWebセミナー 1 80

※視聴に関する問合せ先：林(e-mail:hayashi_chp@mii.maruho.co.jp   TEL:090-9873-6536）

29日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

これからの筑後抗血栓
療法を考える会

1 12
講師） 新古賀病院 病院長 川﨑 友裕 先生

27日(月) 18:30
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

福岡県精神科病院協会
筑後ブロック学術集会

1 70

※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：黒土(e-mail:masato.kurotsuchi@bayer.com）

29日(水) 19:00
ホテニュー

プラザ
※同時に

ＷＥＢ開催

ARNI Hypertension-
Diabetes Seminar

1.5 11
74

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

※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。


