
月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

演題） 出血リスクに応じたPCI後の抗血栓療法

他1題
講師） 久留米大学 循環器病研究所

講師 光武 良亮 先生 他1名

演題） 子どもの睡眠と健康

ー令和５年度母子手帳の改訂ー
講師） 福岡大学医学部 小児科学講座

主任教授 永光 信一郎 先生
演題） アドバンス・ケア・プランニング

の実践を学ぶ 他
講師） 筑波大学医学医療系緩和医療学附属病院

緩和支持治療科 木澤 義之 先生 他

演題） エビデンスに基づいた不眠症治療薬の切替

方法～レンボレキサントが果たす役割～ 他1題

講師） 久留米大学医学部 神経精神医学講座

 　主任教授 小曽根 基裕 先生 他1名

演題） 乾癬治療得難くして失い易し～誰よりも先取り！

外用剤によるクリニカルイナーシャ完全対策～

講師） 医療法人社団廣仁会 理事長／札幌皮膚科

 　クリニック 院長 安部 正敏 先生

演題） BKPと骨粗鬆症治療から始めた地域多職種連携

～リエゾンサービスチームの活用～ 他1題

講師） 聖隷佐倉市民病院

副院長 小谷 俊明 先生 他1名

演題） Difficult to treat(D2T) RA とその対応を

考える～新規治療法の紹介を含めて～ 他2題

講師） 戸畑総合病院 病院長 齋藤 和義 先生

他2名
演題） 難治性脊椎脊髄疾患の治療と疼痛の

疫学研究～神経障害性疼痛を中心に～
講師） 名古屋大学大学院医学系研究科 整形外科学

／リウマチ学 教授 今釜 史郎 先生

講師） 久留米大学医学部 小児科学講座

助教 海野 聡子 先生 

演題） 心腎連関を考慮したＣＫＤ・ＤＫＤ対策

ー新時代の幕開けー
講師） 大阪公立大学大学院医学研究科　

腎臓病態内科学 准教授 森 克仁 先生

講師） 福岡県済生会 飯塚嘉穂病院 リハビリ

テーション科 部長 大本 将之 先生 

裏面に続く

認知症は骨粗鬆症と関連する

※視聴に関する問合せ先：石井（e-mail:ko.ishii@ono-pharma.com）

17日(金) 19:15 萃香園

久留米骨粗鬆症
リエゾンサービス
（ＯＬＳ）研究会

（受講料：1,000円）

1.5 29
演題）

※視聴に関する問合せ先：濵田（e-mail： hamada-k@jp.jcrpharm.com TEL: 070-2642-2213）

17日(金) 18:45 ＷＥＢ
開催

筑後ブロック
内科医会学術講演会

1 73

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

16日(木) 19:00 ＷＥＢ
開催

第223回筑後小児科
医会セミナー

1 72
演題） 実践！！ 成長曲線から紐解く成長障害

15日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

神経障害性疼痛
Up to date

1 66

※視聴に関する問合せ先：吉川（e-mail:yoshikawa.kp@om.asahi-kasei.co.jp TEL:080-4089-5479）

11日(土) 8:30 筑水会館
第22回久留米
関節セミナー

（受講料：1,000円）
3

0
61
62

※視聴に関する問合せ先：興梠（e-mail:seiya.korogi.wa@kyowakirin.com TEL:080-2018-4365）

9日(木) 18:40 ＷＥＢ
開催

第151回聖マリア病院
地域医療支援講演会

1.5 59
77

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

7日(火) 19:00
ホテルマリ
ターレ創世
※同時に

ＷＥＢ開催

第99回筑後皮膚科医会
（会場参加者のみ
受講料：2,000円）

1 26

※視聴に関する問合せ先：川島（TEL：0942-34-4163）

6日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

不眠症診療セミナー 2 20
69

5日(日) 9:00 ＷＥＢ
開催

令和４年度久留米市
患者の意向を尊重した

意思決定のための
研修会

6
2 , 3
4,10
13
81

※視聴に関する問合せ先：酒井（TEL：0942-33-5888）

3日(金) 19:00 医師会館
学校保健部会
学術講演会

（兼 園医会学術講演会）
1 11

学術講演会等の予定（令和５年２月）

内　　　容

1日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

循環器疾患の
地域医療を考える

1 12
42



月　日 時間 会　場 講演会名 単位 C.C

講師） 兵庫医科大学 消化器外科学講座 炎症性腸

疾患外科 主任教授 池内 浩基先生 他1名

演題） 神経障害は“忘れられた合併症"なのか?〜プライマリ・

ケアとしての糖尿病神経障害の診断と治療〜 他1題

講師） 熊本県立大学 環境共生学部 臨床病態

代謝学 教授 下田 誠也 先生 他1名 

演題） 骨粗鬆症治療の最新情報～治療薬は何を、

何時、どのように使うのか？～ 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

演題） ＭＯＣＲＰＣの特性から紐解く

ダロルタミドの活用法
講師） 広島大学大学院 医系科学研究科

　腎泌尿器科学 教授 日向 信之 先生

講師） 聖マリア病院 救命救急センター 副センター長

/脳血管内科診療部長 福嶌 由尚 先生 他1名

演題） 認知症の画像診断

ー臨床画像・病理連関を通して
講師） 地方独立行政法人東京都健康長寿医療

センター 放射線診断科部長 德丸 阿耶 先生

講師） 東京女子医科大学 神経精神科

教授・講座主任 西村 勝治 先生 

講師） 公益財団法人日本AED財団 理事長（国家公務員共済

組合連合会 立川病院 顧問）三田村 秀雄 先生 他

演題） 必見！明日から役立つ膠原病・

リウマチ 診断のポイント
講師） 新古賀病院 膠原病・リウマチ科

　末松 栄一 先生

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

※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。

22日(水) 19:00 ＷＥＢ
開催

第110回NIC筑後・佐賀 1 19

28日(火) 19:00
新古賀
病院

※同時に
ＷＥＢ開催

令和4年度第4回
新古賀病院地域
医療支援セミナー

1 61

※視聴に関する問合せ先：米田（e-mail:kenichi.yoneda@takeda.com）

25日(土) 13:00 医師会館
第11回筑後地域救急
医療研究会学術集会
（受講料：500円）

4.5

10
12
44
0

演題） 突然死を救う市民のＡＥＤ 他3題

※視聴に関する問合せ先：井筒（e-mail:izutsu.koki.jb@daiichisankyo.co.jp TEL:070-3398-5851）

24日(金) 18:30
筑水会館
※同時に

ＷＥＢ開催

第14回リエゾン研究会
（会場参加者のみ
受講料：500円）

1.5 10
演題） リエゾン精神医学のこれまでとこれから

※視聴に関する問合せ先：野田（e-mail:hiroo.noda@bayer.com TEL：090-1581-3545）

※視聴に関する問合せ先：吉岡（TEL：090-1581-3539）

22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 6
78

演題） 脳梗塞再発予防のための抗血栓療法 他1題

※視聴に関する問合せ先：行實（TEL:0942-46-7501）

21日(火) 18:55
萃香園
※同時に

ＷＥＢ開催

第181回筑後泌尿器科
医会研修会

1 69

※視聴方法に関する申込・問合せ先：辻（e-mail: tsuji.takayuki.ec@daiichisankyo.co.jp　TEL:0942-33-5888）

20日(月) 19:00

久留米シ
ティプラザ
5Ｆ大会議室

※同時に
ＷＥＢ開催

筑後医科歯科薬科
合同セミナー

1.5 7
77

※視聴に関する問合せ先：日野（e-mail: j-hino@taiho.co.jp TEL:090-5540-1136）

20日(月) 19:00 ＷＥＢ
開催

日常診療に活かす
糖尿病のトータルケア

1 63
77

18日(土) 16:00
久留米ホテ
ルエスプリ
※同時に

ＷＥＢ開催

第117回九州
大腸肛門病懇談会

（受講料：2,000円）
2 54

55

演題） 炎症性腸疾患手術症例の最近の動向 他1題

内　　　容


