
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） くるめ病院の診療内容と

炎症性腸疾患の外科治療 他3題
講師） 社会医療法人社団高野会 くるめ病院

院長 野明 俊裕 先生 他4名

演題） ANAFIE Registryから学ぶ
高齢者心房細動の課題 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1名

演題） 糖代謝異常合併妊娠の管理
〜体重管理支援とインスリン治療～ 

講師） 東京女子医科大学 糖尿病・
代謝内科学分野 准教授 柳澤 慶香 先生

演題） 健幸長寿を目指した糖尿病治療戦略
～ミトコンドリア品質管理を考える～

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） 超高齢社会における骨卒中予防の意義～継続的な

二次性骨折予防に係る評価の進め方も含めて～ 他1題

講師） 医療法人健愛会 健愛記念病院
整形外科 副院長 池田 聡 先生 他1名 

演題） 心不全のトータルマネジメント～sGC
刺激薬と抗凝固療法の話題を踏まえて～

講師） 九州大学病院 重症心肺不全講座
助教 橋本 亨 先生

演題） CGRP関連製剤による片頭痛治療のパラダイムシフト

〜フレマネズマブ導入からさらなる利便性の提案〜

講師） 品川ストリングスクリニック
院長 山王 直子 先生

講師） 静岡県立静岡がんセンター 整形外科
部長 片桐 浩久 先生

講師） 九州大学大学院 医学研究院 整形外科
教授 中島 康晴 先生 他1名

演題） 医療機関向け改正個人情報保護法～医療現場

における安全管理措置のポイント～ 他1題
講師） 医療ネットワーク支援センター

理事長 人見 祐 氏 他1名

学術講演会等の予定（令和４年１１月）
内　　　容

1日(火) 19:00 医師会館
第7回久留米外科医会

連携の会
1 7

12

※視聴に関する問合せ先：加藤（TEL:0942-33-5888）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

第7回筑後糖尿病・
妊娠セミナー

1 76

※視聴に関する問合せ先：白水（TEL:0942-30-2030）

9日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

心臓・血管病を
考える会

1 29
74

※視聴に関する問合せ先：亀井（e-mail:takeshi.kamei@sumitomo-pharma.co.jp）

10日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

地域で支える
高齢者疾患セミナー

1.5 66
77

※視聴に関する問合せ先：福本（e-mail:junshiro.fukumoto@boehringer-ingelheim.com TEL:080-8894-7379）

10日(木) 19:00
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米内科医会
学術講演会

1 11

※視聴に関する問合せ先：倉島（e-mail:Yoshihiko.kurasihima@bayer.com）

14日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

みんなで考える
頭痛診療

～医療従事者に知って
ほしい片頭痛～

1 30

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

14日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

かかりつけ医のための
新たな循環器治療戦略

in久留米
1 0

※視聴に関する問合せ先：門田（e-mail:Monden.Takashi@otsuka.jp)

15日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

第18回筑後整形外科
リハビリテーション

研究会
1 10

演題） リハビリを中心とした骨転移マネジメント

裏面に続く

※視聴に関する問合せ先：三上（TEL：0942-33-5888）

16日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

令和４年度久留米市
医療安全対策研修会

1 7

※視聴に関する問合せ先:佐藤(e-mail:ho-soumu@city.kurume.lg.jp TEL:0942-30-9725)

16日(水) 19:00 萃香園

第23回久留米
リウマチ懇話会

（受講料：医師1,000円
医師以外500円）

1.5 12
61

演題） 脊椎関節炎の診断と治療 他1題



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C
演題） 腎性貧血の基礎と臨床

～HIF-PH阻害薬への期待～ 他1題
講師） 京都大学大学院医学系研究科

腎臓内科学 教授 柳田 素子 先生 他1名

講師） 浜の町病院 整形外科 部長・リハビリテー

ション科 部長 馬渡 太郎 先生 他1名

講師） 新古賀病院 循環器内科
部長 折田 義也 先生 他1名

講師） （財）生涯学習開発財団認定コーチ
鈴木 孝 先生 他1名

演題） 脳腫瘍てんかんの病態と治療～ペラン
 パネル単剤療法における可能性～ 他1題

講師） 久留米大学医学部 脳神経外科・
脳腫瘍治療学 教授 中村 英夫 先生 他1名

演題） ガイドラインに沿ったアトピー性
皮膚炎の診断・評価・治療

講師） 九州大学大学院医学研究院 皮膚科学分野
教授 中原 剛士 先生

演題） これからの小児アトピー性皮膚炎治療
　～新たな治療選択肢を活かして～ 他1題

講師） 神奈川県立こども医療センター 皮膚科
部長 馬場 直子 先生 他1名

演題） 炎症性腸疾患診療の基本と
最新のトピックス 他1題

講師） 佐賀大学医学部 消化器内科　
教授 江﨑 幹宏 先生 他1名

内　　　容

17日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米腎性
貧血セミナー

1 73
74

※視聴に関する問合せ先：金子（e-mail:kaneko.hiroyasu@mn.mt-pharma.co.jp TEL:080-5776-4158）

18日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

チクゴの泉
-関節リウマチのPatient
Reported Outcomeに挑む-

1 19
演題） 骨粗鬆症診療の新展開 他1題

※視聴に関する問合せ先：三上（TEL：0942-33-5888）

18日(金) 19:00
新古賀病院
記念講堂
※同時に

ＷＥＢ開催

新古賀病院
地域医療支援セミナー

1 12
0

演題） 治療につながる心電図診断 他1題

※視聴に関する問合せ先：梢（e-mail:marketing@tenjinkai.or.jp TEL:0942-38-2222）

22日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

心不全治療
フロンティア

1 0
演題） 進化(深化)する心不全治療-F4 to C5-

講師） 済生会熊本病院 副院長 坂本 知浩 先生

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

22日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

ほとめきWebセミナー 1 76
演題） 糖尿病療養指導とコーチング術

※視聴に関する問合せ先：宮田（e-mail:a2-miyata@hhc.eisai.co.jp TEL:070-2268-0949）

29日(火) 19:00
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

第98回筑後皮膚科医会 1 73

※視聴に関する問合せ先：田村（e-mail:stamura@lifescan.com TEL:070-4408-4654）

24日(木) 18:40 ＷＥＢ
開催

第148回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 12
35

※視聴に関する問合せ先：藤田（e-mail:fujita.yuki@takeda.com TEL:070-4870-7964）

※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：松原（e-mail:matubarahi@otsuka.jp TEL：090-1053-0301）

30日(水) 19:00
久留米シ

ティプラザ
５階大会議室

※同時に
ＷＥＢ開催

地域医療講演会 1 52
53

※視聴に関する問合せ先：山本（e-mail:daiki.yamamoto@torii.co.jp TEL080-5899-1390）

29日(火) 19:00
久留米シ

ティプラザ
4F小会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

アトピー性皮膚炎
学術講演会

1 26


