
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 久留米大学医学部内科学講座消化器

内科部門 主任教授 川口 巧 先生 他1名

演題） 腋窩多汗症患者の思いと原発性腋窩多汗症

治療薬ソフピロニウム臭化物の臨床的有効性

講師） 愛知医科大学 皮膚科学講座 

特任教授 大嶋 雄一郎 先生

演題） 「糖尿病と心不全」最新の知見を

臨床にいかす 他1題

講師） ふくだ内科循環器・糖尿病内科

院長 福田 佑介 先生 他1名

演題） （仮）がん集学治療センターにおける

チーム医療 他3題

講師） 久留米大学病院 がん集学治療センター

准教授 三輪 啓介 先生 他3名

演題） 福岡県循環器病対策推進計画と

高血圧・心不全治療 他1題

講師） 久留米大学医学部内科学講座 心臓・

血管内科部門 主任教授 福本 義弘 先生 他1名

演題） 久留米における大腿骨近位部骨折連携パスの課題

～脆弱性大腿骨骨折への適切な薬物選択を含めて～ 他1題

講師） 日高整形外科病院 

院長 日髙 滋紀 先生 他3名

演題） 皮膚科医は是非知っておくべき、

他科の先生方にも役立つ亜鉛の話

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 

演題） 現在と未来を変えるCOPDの診断と治療

 ～COPDガイドライン第6版を踏まえて～他1題 

講師） 九州大学病院 呼吸器科

 診療准教授 福山 聡 先生 他1名

演題） ＳＧＬＴ２阻害薬ジャディアンスと

歩む心不全治療の新時代

※視聴に関する問合せ先:井出（e-mail：ide_shuichi@lilly.com   TEL:080-2523-2019）

※視聴に関する問合せ先:浦川（e-mail：keijiro.urakawa@astrazeneca.com TEL:070-2274-1518）

※視聴に関する問合せ先：金﨑（e-mail:kanazaki@nobelpharma.co.jp)

14日(水) 19:00
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米内科医会
学術講演会

1 46
講師） 群馬大学 名誉教授 倉林 正彦 先生

62
77

※視聴に関する問合せ先：美濃浦（e-mail:yminoura@amgen.com）

14日(水) 18:40 ＷＥＢ
開催

第146回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 45
79

10日(土) 15:00
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

HIP Fracture Liaison
Seminar

－久留米地区の脆弱性大腿骨
骨折患者の連携を考える－

19:00 ＷＥＢ
開催

筑後チーム医療
カンファレンス

1

2

ＷＥＢ
開催8日(木)

1 1

※視聴に関する問合せ先：鷲見 (e-mail:sumi_syogo@kaken.co.jp TEL:080-5983-1224)

CVD Web Seminar

※視聴に関する問合せ先：錦織（e-mail：takumi.nishikiori@sanofi.com TEL:080-6629-8512）

13日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

Chikugo area
Zinc Seminar

1 19

学術講演会等の予定（令和４年９月）

内　　　容

5日(月) 19:00
ホテルマ
リターレ

創世

久留米精神科医会
学術講演会

1 70
73

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

9日(金) 19:00
久留米シ

ティプラザ
※同時に

ＷＥＢ開催

Brain＆Heart
UpToDateSeminar

1 73

8日(木)

19:00 ＷＥＢ
開催

第97回筑後皮膚科医会

19
45

※視聴に関する問合せ先：藤原(e-mail：kai.fujiwara@boehringer-ingelheim.com TEL:080-2187-6615)

1.5

6日(火)

7
10
18

肝機能異常のみかた 他1題演題）

裏面に続く

18:00



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 神経障害性疼痛における運動療法と

薬物療法～健康寿命の延伸に向けて～

講師） 久留米大学病院 リハビリテーション部

准教授 松瀬 博夫 先生　

演題） 転移性腎細胞がん薬物治療 UP to date

 他1題

講師） 東京女子医科大学 泌尿器科　

教授 髙木 敏男 先生 他1名

演題） 中下咽頭癌に対する経口手術～鏡視下手術

からロボット支援手術まで～ 他2題

講師） 藤田医科大学医学部耳鼻咽喉科・頭頸部外

科学講座 主任教授 楯谷 一郎 先生 他2名

演題） 肝硬変のトータルマネジメント

〜栄養療法を中心に〜 他1題

講師） 岐阜大学大学院医学系研究科 

消化器内科学 教授　清水 雅仁 先生 他1名

演題） 小児のCOVID-19と今冬のインフルエンザ

の話題（仮）

講師） 久留米大学医学部 小児科学講座

屋宮 清仁 先生

演題） 経口GLP－1受容体作動薬の使用経験

〜特に長期投与における有効性と安全性〜

講師） 医療法人いのくち医院

 院長 猪口 哲彰 先生

演題） DOACの選択をどう考えるか

 ～ガイドライン、リアルワールドから～

講師） 北里大学医学部 循環器内科学

講師 深谷 英平 先生

演題） 幸福長寿を目指した糖尿病治療

〜ミトコンドリア品質管理を考える〜 他2題

講師） 久留米大学医学部内科学講座 内分泌代謝　

内科部門 主任教授 野村 政壽 先生 他2名

悩みがつきない！
かかりつけ医のための
高齢者の抗血栓療法を

考える会

1 74

※視聴に関する問合せ先：内川（TEL：0942-33-5888）

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

19:0021日(水)

0

19

19:00

76

※視聴予約：https://forms.office.com/r/5XSR5Ra0TP  ※会場参加の連絡先：伊藤（e-mail:ksai@novonordisk.com）

28日(水) 19:00

1 52

1Oral GLP-1
Conference

消化器病トータル
マネジメントセミナー

1.5

久留米シ
ティプラザ
４F小会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

15
76
82

28日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

Kidney Cancer
seminar in 筑後

1 0
74

22日(木) 19:00

14日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

ほとめきwebセミナー 1

※視聴に関する問合せ先：三上（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。

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
43
45

ＷＥＢ
開催

DUAL Seminar in 筑後

医師会館
第222回筑後小児科

医会セミナー
1

筑水会館
同時に

ＷＥＢ開催

20日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

※視聴に関する問合せ先：足立（e-mail:Takuma.adachi@merck.com TEL:090-6726-2392）

20日(火)

内　　　容

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

28日(水)


