
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 診断時・早期からの緩和ケア 
～私たちは何をしたらよいのだろうか～ 他1題

講師） ＪＡ長野厚生連佐久総合病院 佐久医療センター

 緩和ケア内科 部長 山本 亮 先生 他1名 

演題） 人の命のＳＤＧsは減塩環境と　

血圧コントロール 他1題

演題） 心血管病の予後を見据えた糖尿病治療

他2題
講師） 名古屋大学大学院医学系研究科 　

循環器内科学 教授 室原 豊明 先生 他2名

演題） 尿路下部症状の漢方薬の使い方

 ～女性の尿路不定愁訴と漢方～ 他1題
講師） みやびウロギネクリニック　

院長 井上 雅 先生 他1名

演題） 実臨床におけるセマグルチドの

 有用性と安全性～当院の使用経験より
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） リハビリテーション治療で骨を変える

   ～骨卒中予防の最新情報～ 他1題
講師） 鳥取大学医学部 保健学科

教授 萩野 浩 先生 他1名

講師） 日本医科大学 消化器内科学

主任教授 岩切 勝彦 先生

演題） 慢性心不全ステージ分類を眺めたら見えて

くる未来～誰が何をどうするのか～ 他1題 

講師） 国際医療福祉大学大学院 医学研究科循環器

内科・福岡薬学部 教授 岸 拓弥 先生 他1名

演題） ＣＯＰＤにおけるアウトカム

の評価と治療への応用
講師） 川崎医科大学呼吸器内科学

主任教授 小賀 徹 先生

講師） 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科

部長 西田 健朗 先生 他3名

学術講演会等の予定（令和４年１２月）

内　　　容

1日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

がん治療に必要な
疼痛緩和を学ぶ

1 63

※視聴に関する問合せ先：岩男（e-mail:iwao.masazumi.hp@daiichisankyo.co.jp TEL:0942-33-5888）

2日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

減塩・高血圧診療
update Seminar

1 82
講師） 日下医院 院長 日下 美穂 先生 他1名

※視聴予約https://forms.office.com/r/7N7ZRpq137  ※問合せ先：江川（e-mail:hieg@novonordisk.com）

5日(月) 18:40 ＷＥＢ
開催

第149回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 12
83

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

2日(金) 19:15
アバンセ
※同時に

ＷＥＢ開催

第68回筑後佐賀
糖尿病学術講演会

2
74
76
82

※視聴に関する問合せ先：伊藤（e-mail: ksai@novonordisk.com）※視聴リンクhttps://forms.office.com/r/mXh7MM8rXd

6日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

第14回筑後地区
リハビリテーション

研究会
1 20

77

※視聴に関する問合せ先：安藤（e-mail：andou_genki@mail.tsumura.co.jp TEL：080-6747-9086）

6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：田上（e-mail：n-tagami@hhc.eisai.co.jp）

7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 73
演題） ＧＥＲＤ診療における最新の知見

※視聴に関する問合せ先：鴨川(e-mail:kamogawa.takefumi@toaeiyo.co.jp  TEL:092-713-7013)

8日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

第8回筑後呼吸ケア
講演会

1 73

※視聴に関する問合せ先：須藤(e-mail:hinako.sudo@takeda.com TEL：080-2162-8082）

8日(木) 19:00

久留米シ
ティプラザ
中会議室
※同時に

ＷＥＢ開催

久留米内科医会
学術講演会

1 80
81

※視聴に関する問合せ先：村上(e-mail：et.murakami@teijin.co.jp  TEL:0942-46-7501）

8日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

久留米・筑後
糖尿病診療

アップデート
1.5 10

76

演題） 血糖変動から読み解く糖尿病診療 他

※視聴に関する問合せ先：鶴田(e-mail:michitaro.tsuruda@abbott.com TEL:070-2488-8136）

裏面に続く



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 伊万里有田共立病院糖尿病・内分泌内科

医長 小島 基靖 先生 他2名 

演題） 脳梗塞にならない、そして脳出血にもならない工夫

　～左心耳閉鎖ってご存知ですか？～ 他1題

講師） 新古賀病院 循環器内科 心臓血管・

リズムセンター長 古賀 久士 先生 他1名 

演題） 2型糖尿病の血糖マネジメントについて～CGM

からみる血糖値と行動変容の重要性～ 他1題

講師） 医療法人南昌江内科ｸﾘﾆｯｸ 一般社団法人 南糖尿病

臨床研究ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 前田 泰孝 先生 他1名 

演題） 心房細動の早期検出・

早期治療のアップデート 他1題
講師） 東京大学大学院 医学系研究科 先進循環器

病学特任准教授 藤生 克仁 先生 他1名 

演題） 日本人に適した糖尿病治療を再考する

　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 

演題） 嚥下障碍への対応

―COVID-19対策も踏まえて 他4題
講師） 愛知医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学

講座 主任教授 藤本 保志 先生 他4名

講師） 九州大学大学院医学研究院 病態制御

内科学（第三内科）講師 坂本 竜一 先生

演題） かかりつけ医のAge・フレイル・CKDを

考慮した糖尿病治療 他1題 

演題） 心不全診療における標準化と

チーム医療の重要性 他1題 
講師） 倉敷中央病院 循環器内科

 部長 多田 毅 先生 他1名

内　　　容

11日(日) 9:25 ＷＥＢ
開催

第31回実地医家の
ための糖尿病

セミナーin筑後
1.5

4
73
76

演題）

※視聴に関する問合せ先：三上（TEL：0942-33-5888）

13日(火) 19:00 ＷＥＢ
開催

DiaMond Seminar
in 九州

1 15
76

低血糖の基本とその対策 他2題

※視聴に関する問合せ先：鈴木（e-mail：seisuke_suzuki@pharm.kissei.co.jp TEL：080-8777-2859）

12日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

地域でつなぐ心疾患 1 12

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

15日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

糖尿病WEB
カンファレンス

in 筑後
1 7

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

14日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

循環器医療連携会
Webセミナー

1 43
78

1.5 73
76

※視聴に関する問合せ先：古屋（TEL：080-2620-3066) 坂本(TEL:090-7020-7642）

17日(土) 17:00 萃香園
筑後耳鼻咽喉科
カンファレンス

（受講料：1,000円）
2

38
40
47

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

※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。

病態を考慮した糖尿病合併高血圧の診療

※視聴に関する問合せ先：畑尾（e-mail:yuto.hatao@novartis.com）

23日(金) 19:00 ＷＥＢ
開催

Heart Care
～地域で診る
循環器疾患～

1 43

講師） いのくち医院 院長 猪口 哲彰 先生 他1名

※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）

21日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

ARNI Hypertension×
Diabetes Web Live

Seminar
0.5 76

演題）

21日(水) 19:00
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

Diabetes Update
in 久留米


