
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 東京大学医学部附属病院　緩和ケア診療部/麻

酔科・痛みセンター 准教授・部長 住谷 昌彦 先生

講師） 名古屋大学医学部附属病院　

腫瘍外科学教室 講師 上原 圭 先生 他1名

演題） 子宮頸がん撲滅にむけて～検診率とHPVワクチン接種率

の上昇へ、コミュニケーションから考える～ 他1題

講師） 久留米大学医学部 産婦人科学講座

助教 田崎 和人 先生 他1名

演題） The usage of EOB－MRI for hepatocellular
carcinoma：An update

講師） 琉球大学大学院 医学研究科 放射線診断

治療学講座 教授 西江 昭弘 先生

演題） 信州から世界に発信した脊柱変形の新知見

ー骨粗鬆症合併例へのテリパラチド製剤の投与意義ー 他4題

講師） 信州大学医学部医学科 運動機能学

教授 髙橋 淳 先生 他4名

演題） 神経障害性疼痛患者の多面的評価に基づく痛み対応の必要性

 ー末梢性・中枢性神経障害性疼痛に焦点を当ててー 他1題

講師） 春日部市立医療ｾﾝﾀｰ ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科 主任部長 日本大学

医学部麻酔科学系麻酔科学分野 臨床教授 加藤 実 先生 他1名

演題） ARDS診療ガイドラインと

呼吸器感染症診療の展望 他1題

講師） 弘前大学大学院医学研究科 呼吸器内科

学講座 教授 田坂 定智 先生 他1名 

演題） エビデンスに基づくOAB診療

～ガイドライン第3版を踏まえて～

講師） 旭川医科大学腎泌尿器外科講座

教授 柿崎 秀宏 先生

※視聴に関する問合せ先：仲（e-mail:yuri.naka@ge.com TEL:080-7153‐8739）

萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

第32回筑後呼吸器
疾患研究会

（会場参加者のみ
　 受講料：500円）

1 28
47

※視聴に関する問合せ先：入江（TEL:090-6462-0535）

20日(木) 18:55

1 014日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

第227回筑後地区
レントゲンアーベント

～特別講演会～

※視聴に関する問合せ先：加藤（TEL：0942-33-5888）

18日(火)

18日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

神経疾患を学ぶ
～痙縮と神経障害性疼
痛の診療ポイント～

1

18:45
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

19
63

※視聴に関する問合せ先：井上（e-mail：inoue.acc@om.asahi-kasei.co.jp TEL:0942-30-7100）

裏面に続く

※視聴に関する問合せ先：加藤（TEL：0942-33-5888）

14日(金) 19:00
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

筑後HPVワクチン
セミナー

～安心して接種するために～

1 11

54
55

演題） 大腸癌治療について（仮） 他1題

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

8日(土) 16:00 ＷＥＢ
開催

第116回九州大腸
肛門病懇談会

（受講料:2,000円）
2

※視聴に関する問合せ先：河野（e-mail:masaki.kono@merck.com TEL:080-5181-7594）

筑後臨床整形外科医会
第26回筑後地区
脊椎外科研究会

1.5
59
60
77

19日(水) 18:35

学術講演会等の予定（令和４年１０月）

内　　　容

6日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

Pain Live Symposium
in 筑後

1 63
演題） 神経障害性疼痛の現況と今後の展望

萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

第179回筑後泌尿器科
医会研修会

1 67

※視聴に関する問合せ先：入江（TEL:090-6462-0535）



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） もしかして結核かも！？－早期に疑う

ポイントと職場での対応・対策－ 他1題

講師） 社会医療法人 天神会 古賀病院２１

教授 宮川 洋介 先生 他1名

演題） ２型糖尿病治療のこれから〜GLP-1RA/基礎

インスリン配合注という新しい治療選択〜

講師） 福岡赤十字病院 糖尿病代謝内分泌内科

部長 佐々木 伸浩 先生　

演題） 心不全と心房細動～sGC刺激薬と

  抗凝固療法の話題を含めて～ 他1題

講師） 九州医療センター 循環器内科

肥後 太基 先生 他1名

演題） アルコール関連問題を抱える親を

もつ子どもたちの支援について

講師） 久留米大学 保健管理センター　

准教授 大江 美佐里 先生

演題） 間質性肺炎合併肺癌の

治療を考察する（仮） 他1題

講師） 九州大学大学院医学研究院 呼吸器

内科学分野 教授 岡本 勇 先生 他1名

演題） 2型糖尿病治療の新展開

〜経口ＧＬＰ-１受容体作動薬の可能性〜 

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 

演題） 脳卒中治療における血圧管理の重要性

～エンレスト錠への期待～ 他1題

講師） 国立循環器病研究センター 脳神経内科 

部長 猪原 匡史 先生 他1名

演題） ２型糖尿病合併CKD患者の腎予後改善にフォー

カスする～蛋白尿に挑む重要性～ 他1題

講師） 琉球大学大学院 血液浄化療法部 

診療教授 古波蔵 健太郎 先生 他1名

19:00
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米内科医会
学術講演会

1 1

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

※視聴に関する問合せ先：古賀（TEL:0942-34-4163）

21日(金) 19:00
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

Diabetes Update
Seminar

1 7

 ※会場参加の連絡先:伊藤(e-mail: ksai@novonordisk.com）※視聴リンク:https://bit.ly/3oBIG5h

※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：倉島（e-mail:Yoshihiko.kurasihima@bayer.com）

かかりつけ医のための
DKDセミナー27日(木) 19:00 ＷＥＢ

開催
1.5 12

76

45
46

※視聴に関する問合せ先：菅田（e-mail：ma-sugata@taiho.co.jp TEL:080-8019-3409）※会場参加は事前申込の先着20名迄

26日(水) 18:40
医師会館
※同時に

ＷＥＢ開催

第2回久留米間質性
肺疾患・肺がん研究会

(KIDLS)
1

26日(水)

26日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

Stroke×Hypertension
Seminar

〜ARNIをどう使う？〜
1 73

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

内　　　容

令和4年度久留米市
結核対策研修会

1.5 8
1120日(木) 19:00 医師会館

令和4年度
筑後かかりつけ医・
産業医と精神科医

連携研修会

1.5 11

24日(月) 18:40 ＷＥＢ
開催

第147回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 12
0

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

25日(火) 19:00
医師会館
※同時に

ＷＥＢ開催


