
                      長崎県下各種学術講演会等開催一覧         2023年5月26日受付分迄を掲載 

 
 

※県医師会に中止の連絡があった場合は随時更新していきます。新型コロナウイルス等感染予防のため、マスク着用・咳エチケットなど、ご協力をお願いします。 

※ＷＥＢで参加される県外の方につきましては、主催者に確認の上ご参加ください。 

【2016年度から日本医師会生涯教育制度が一部改正されました。学習した時間と内容をより明確に評価する仕組みにする為 

カリキュラムコードの一部改定と付与方法が変更されましたので、御了知下さるようお願い致します。】 

一覧に掲載の講演会等は原則として医師を始めとした医療従事者を対象としています。一般の方が参加を希望される場合は主催者若しくは県医師会(095-844-1111)迄お問い合わせ下さい 
(CC=ｶﾘｷｭﾗﾑｺ ﾄー゙ )  

月  日 時  間 名        称 会場名（市町村） 
内           容  

（主 な 演 題 、 講 師 等） 

主催､共催､後援､世話人､電話等､参加制限   

会費徴収(会費の有無)､その他の特記事項 
CC（単位） 

５／26 
(金) 

19：00 
│ 

20：30 

Life Long Support Care 
web Seminar～これからの 
長崎県健康寿命延伸プラン
を考える～（Web講習会） 

Web聴講のみ 

外来で心房細動を診る際に意識することは？ 
～あと一歩で降圧目標に届く患者さんへの高血圧治療～ 

長崎大学病院循環器内科講師 深江 学芸 
心房細動のトータルケア～フレイル高齢者の抗凝固療法を考える～ 

東京大学大学院医学系研究科老年病学教授 秋下 雅弘 

主催：第一三共 
後援：長崎市医師会 
問合せ先：第一三共･朝田氏(090-6790-1502) 

cc73(0.5単位) 

cc74(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：15 

諫早医師会学術講演会 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 
脱水を伴う熱中症と経口補水療法 

聖マリア病院臨床・教育・研究本部本部長 靍 知光 

共催：諫早医師会、大塚製薬工場 
その他：健康相談含む 
問合せ先：大塚製薬工場･池田氏(080-2975-5439) 

cc16(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 
島原市医師会学術講演会 

島原市医師会館 
(島原市) 

※Webでの聴講可 

CKD重症化予防と腎性貧血治療の意義～福島CKDコホート研究より～ 
福島県立医科大学腎臓高血圧内科准教授 田中 健一 

共催：島原市医師会、田辺三菱製薬 
問合せ先：田辺三菱製薬･小林氏(080-5776-5693) 

cc12(1単位) 

５／29 
(月) 

19：00 
│ 

20：30 
糖尿病フォーラムin 佐世保 

ホテルリソル佐世保 
  (佐世保市) 
※Webでの聴講可 

NAFLD合併２型糖尿病における連携のキーポイント 
佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター特任教授、センター長 高橋 宏和 

主催：大正製薬 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：大正製薬･大薗氏(090-5997-7107) 

cc76(1単位) 

５／31 
(水) 

18：30 
│ 

20：00 

第４回長崎婦人科腫瘍治療
カンファレンス 

※会報、HP掲載なし 

THE GLOBAL VIEW 
  （長崎市） 
※Webでの聴講可 

TRに基づいた新たな婦人科がん治療戦略 
新潟大学医学部産婦人科学教室教授 吉原 弘祐 

卵巣がん・子宮頸がん治療up to date－世界の潮流とJGOGの役割－ 
新潟大学医歯学系特任教授 榎本 隆之 

共催：長崎産科婦人科学会 
   長崎県産婦人科医会、中外製薬 
問合せ先：中外製薬･岩永氏(070-4119-4290) 

cc1(0.5単位) 

cc15(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

19：50 

COVID時代の心房細動診療 
を再考する（Web講習会） 

Web聴講のみ 
COVID-19の流行と循環器診療 
－この３年で抗血栓療法の考え方も変わりました－ 

群馬大学大学院医学系研究科循環器内科学教授 石井 秀樹 

主催：第一三共 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：第一三共･岡田氏(080-1003-7784) 

cc43(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：30 
第90回大村ENTカンファランス 

大村市医師会在宅医療 
サポートセンター研修室 
  (大村市) 

症例検討 
主催：大村市医師会 
問合せ先：大村市医師会(0957-54-0151) 

cc39(1.5単位) 

６／１ 
(木) 

18：50 
│ 

20：10 

第２回 長崎市 呼吸リハビ
リテーションを考える会 
～坂の町 長崎で息切れと 
仲良く暮らそう～ 

ヒルトン長崎 
  (長崎市) 
※Webでの聴講可 

知っておきたい 呼吸リハビリに期待されるもの 
－長崎市医師会・J-BREATHのリサーチを紐解く－ 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科理学療法学分野准教授 田中 貴子 

呼吸器内科医が考える 咳・痰・息苦しさの治し方 
－慢性気管支炎・肺気腫への吸入薬剤選択－ 
まさき内科呼吸器クリニック呼吸リハビリテーション科院長 真崎 宏則 

主催：アストラゼネカ 
後援：長崎市医師会他 
その他：服薬管理含む 
問合せ先：ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ･森下氏(080-4364-1097) 

cc19(0.5単位) 

cc46(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 

医療安全Webセミナー 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 
なぜウイルス性肝炎の検査結果を伝えないといけないのか 

長崎医療センター病院長 八橋 弘 

共催：長崎県肝疾患診療連携拠点病院 
   アッヴィ 
後援：日本病院協会長崎県支部 
   長崎県臨床検査技師会 
問合せ先：ｱｯｳﾞｨ･小谷氏(080-7186-0457) 

cc9(0.5単位) 

〃 
18：45 
│ 

20：00 

第257回佐世保耳鼻科会 
学術講演会 

セントラルホテル佐世保 
  (佐世保市) 
※Webでの聴講可 

診療所におけるめまい診療の工夫 
江上耳鼻咽喉科医院院長 江上 直也 

共催：日耳鼻長崎県地方部会、ツムラ 
   佐世保耳鼻科会 
後援：佐世保市医師会 
参加費：非会員会場参加料2,000円 
問合せ先：ツムラ･久松氏(080-6745-9156) 

cc31(1単位) 

６／２ 
(金) 

19：00 
│ 

19：50 

佐世保外科医会学術講演会 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 
術後疼痛管理の課題 

佐世保市総合医療センター呼吸器外科診療科長 宮﨑 拓郎 

共催：第一三共、佐世保外科医会 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：第一三共･岡田氏(080-1003-7784) 

cc60(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：30 

県北片頭痛診療学術WEB 
講演会（Web講習会） 

Web聴講のみ 
基礎疾患に合併する片頭痛への新たなアプローチ 

佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター 植木 幸孝 
明日から始められる片頭痛診療／池田脳神経外科院長 池田 耕一 

主催：アムジェン 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：アムジェン･楠見氏(080-4950-8067) 

cc30(1単位) 

cc73(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 
島原市医師会学術講演会 

島原市医師会館 
(島原市) 

※Webでの聴講可 

脳小血管病を制圧するために～新たな高血圧治療をふまえて～ 
関西医科大学附属病院脳神経内科診療部長主任教授 藥師寺 祐介 

共催：島原市医師会、ノバルティスファーマ 
問合せ先：ﾉﾊ ﾙ゙ﾃｨｽﾌｧー ﾏ･太田氏(080-3478-4932) 

cc74(1単位) 

６／５ 
(月) 

19：00 
│ 

20：30 

第24回長崎在宅Dr.ネット 
症例検討会（Web講習会） 

Web聴講のみ 

症例検討 
長崎大学病院感染制御教育センターの医師等からの総括 

長崎大学病院感染制御教育センター病院准教授 田中 健之 
ディスカッション 

主催：長崎在宅Dr.ネット 
後援：長崎県医師会、長崎市医師会他 
その他：在宅医療等含む 
問合せ先：長崎在宅Dr.ﾈｯﾄ(095-811-5120) 

cc80(1.5単位) 

６／６ 
(火) 

19：00 
│ 

20：30 

COVID-19 Web Seminar in 長崎 
～「５類」移行で求められる 
コロナの治療対応と感染対策～ 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 

Withコロナ時代のこれからの感染対策 
聖マリアンナ医科大学感染制御学講座教授 國島 広之 

５類移行で求められるCOVID-19の治療対応と診療体制の整備 
～外来・入院での治療と適応の見極め～ 

りんくう総合医療センター総合内科感染症内科部長兼 
感染症センター長 倭 正也 

主催：ギリアド・サイエンシズ 
後援：長崎大学医師会 
問合せ先：ｷ゙ ﾘｱﾄ ･゙ｻｲｴﾝｼｽ゙ ･松林氏(070-7484-7561) 

cc8(0.5単位) 

cc45(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：20 
心腎連関を地域で考える会 

長崎インターナショナルホテル 
  (大村市) 

合併症予防のためのCKDの病態管理～フォシーガ錠の使用経験を含めて～ 
長崎医療センター腎臓内科医長 岡 哲 

心不全薬物治療、これからの時代どう活かしていくか？ 
福岡赤十字病院循環器内科副部長 松川 龍一 

共催：大村市医師会、小野製薬工業 
   アストラゼネカ 
問合せ先：ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ･有田氏(080-3100-5773) 

cc10(0.5単位) 

cc82(0.5単位) 

６／７ 
(水) 

19：00 
│ 

20：30 

神経救急 Conference in 
長崎（Web講習会） 

Web聴講のみ 
高齢者救急疾患への取り組みについて 

長崎みなとメディカルセンター救命救急センター長 
長崎大学病院高度救命救急センター救急・国際医療支援室教授 早川 航一 

主催：エーザイ 
後援：長崎市医師会 
問合せ先：エーザイ･青木氏(080-9889-4077) 

cc33(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 

第３回長崎県北GLP-1 
研究会 

アルカス佐世保 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

GLP-1受容体作動薬というカードの使いやすさを考える 
～内外の糖尿病診療ガイドラインを踏まえて～ 
佐世保市総合医療センター糖尿病・内分泌内科診療科長 山﨑 浩則 

共催：ノボノルディスクファーマ、ＭＳＤ 
   長崎県糖尿病対策推進会議 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：MSD･宮本氏(080-5501-8623) 

cc76(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 
北松浦医師会学術講演会 

サンパーク吉井 
  (佐世保市) 
※Webでの聴講可 

腰部脊柱管狭窄症～診断、治療を行う上での注意点、鑑別疾患～ 
長崎労災病院副院長 馬場 秀夫 

共催：北松浦医師会、第一三共 
その他：服薬管理、健康相談含む 
問合せ先：北松浦医師会(0956-72-1110) 

cc63(1単位) 



６／８ 
(木) 

19：00 
│ 

20：20 

DiaMond Seminar in 長崎 
～膵β細胞機能維持を 
目指した２型糖尿病治療～ 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 

メトホルミンの基本のき～これほどの小さい分子"メトホルミン″に 
どうしてあれほどの多彩な作用があるのか～ 
佐世保市総合医療センター糖尿病・内分泌内科診療科長 山崎 浩則 

日本人２型糖尿病における早期治療強化の考え方 
群馬大学生体調節研究所代謝疾患医科学分野教授 白川 純 

主催：住友ファーマ 
後援：長崎市医師会 
問合せ先：住友ファーマ･島田氏(080-4653-9651) 

cc73(0.5単位) 

cc76(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 

糖尿病と肝臓を考える会 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 
合併症予防を見据えた２型糖尿病の治療戦略～脂肪肝を中心に～ 

獨協医科大学内科学(内分泌代謝)准教授 城島 輝雄 

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム 
   日本イーライリリー 
後援：佐世保市医師会 
その他：服薬管理含む 
問合せ先：日本ﾍﾞー ﾘﾝｶﾞー ｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ･税所氏(070-3617-5541) 

cc73(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：20 

ARNI WEB Symposium In 
SASEBO 

アルカスＳＡＳＥＢＯ 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

あなたの高血圧管理は心不全を増やしてませんか？ 
心臓血管研究所所長 山下 武志 

心不全ステージの進展抑制とARNIの役割 
長崎労災病院循環器内科 吉田  智 

京町病院院長 大坂 薫平 

共催：大塚製薬、ノバルティスファーマ 
後援：佐世保市医師会 
その他：服薬管理含む 
問合せ先：ﾉﾊ゙ ﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ･藤井氏(080-8487-6978) 

cc73(0.5単位) 

cc74(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：40 
島原市医師会学術講演会 

島原市医師会館 
(島原市) 

※Webでの聴講可 

高齢者併存疾患を考慮したPCI後の血栓リスク管理 
長崎県島原病院循環器内科医長 大和 慎治 

DOAC時代の静脈血栓症治療 
長崎大学病院循環器内科病院准教授 池田 聡司 

共催：島原市医師会、第一三共 
問合せ先：第一三共･鎌野氏(090-6934-2361) 

cc73(0.5単位) 

cc73(0.5単位) 

６／９ 
(金) 

18：45 
│ 

20：00 
第241回三金会 

長崎県医師会館 
  （長崎市） 
※Webでの聴講可 

α-synucleiopathyとしてのパーキンソン病(PD)とレビー小体型 
認知症(DLB)～始まったパーキンソン病治療の新しい流れ～ 

長崎北病院副院長 瀬戸 牧子 

共催：長崎臨床整形外科医会、久光製薬 
参加費：医師1,000円、パラメディカル500円 
問合せ先：久光製薬･市川氏(080-3427-8354) 

cc29(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 
諫早医師会学術講演会 

ホテルグランドパレス諫早 
  (諫早市) 
※Webでの聴講可 

脳卒中発症のリスク軽減を目指して 
諫早総合病院脳神経外科診療部長 川原 一郎 

共催：諫早医師会、第一三共 
問合せ先：第一三共･大葉氏(070-1405-4838) 

cc78(1単位) 

６／12 
(月) 

19：00 
│ 

19：50 

第399回県北臨床内科医会 
学術講演会 

アルカス佐世保 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

神経障害性疼痛の診断・治療のコツ for Medication Safety 
～患者安全への患者参加について考える～ 

京都大学医学部附属病院医療安全管理部助教 加藤 果林 

共催：県北臨床内科医会、第一三共 
   長崎県臨床内科医会 
後援：佐世保市医師会 
参加費：非会員1,000円(会場のみ) 
問合せ先：第一三共･佐藤氏(090-6940-7448) 

cc60(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：30 

第10回循環器と糖尿病 
ファーラム（Web講習会） 

Web聴講のみ 

糖尿病症例における、GLP-1作用と動脈硬化進展抑制 
佐世保市総合医療センター糖尿病・内分泌内科診療科長 山﨑 浩則 

糖尿病患者の心機能評価していますか？－心不全予防・管理の重要性－ 
かわぐち心臓呼吸器病院副院長、循環器内科部長 佐藤 直樹 

共催：大村市医師会、ＭＳＤ 
問合せ先：ＭＳＤ･杉本氏(080-6604-3162) 

cc76(0.5単位) 

cc82(0.5単位) 

６／13 
(火) 

18：50 
│ 

20：00 

東彼杵郡医師会火曜会 
生涯教育講座 

東彼杵郡医師会館 
  (東彼杵郡) 

冠動脈疾患のリスク管理について 
～高血圧、脂質異常症の治療を中心に～ 

佐世保市総合医療センター循環器内科部長 新北 浩樹 

共催：東彼杵郡医師会、興和 
問合せ先：興和･上戸氏(095-823-6006) 

cc75(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

21：00 

町健診、原爆健診における 
胃内視鏡検診画像読影会 

西彼杵医師会館 
  （西彼杵郡） 

町健診、原爆健診における胃内視鏡検診画像読影会 
主催：西彼杵医師会 
参加費：胃画像１件300円 

cc7(2単位) 

６／14 
(水) 

18：30 
│ 

19：45 
長崎婦人科がん講演会 

出島メッセ 
  (長崎市) 
※Webでの聴講可 

婦人科がん領域の薬物療法とその副作用対策について 
日本医科大学武蔵小杉病院腫瘍内科 勝俣 範之 

共催：長崎産科婦人科学会、協和キリン 
   長崎県産婦人科医会 
問合せ先：協和キリン･渡邊氏(090-5570-0434) 

cc8(1単位) 

６／15 
(木) 

19：00 
│ 

20：30 

第８回糖尿病・肥満症 
治療セミナー 

アルカスＳＡＳＥＢＯ 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

高度肥満症に対する減量・代謝改善手術 
佐世保市総合医療センター消化器外科 荒木 政人 

心腎保護を見据えた新たな心不全治療戦略 
～GDMT向上へのTripsを含め～ 

福岡大学医学部心臓血管内科学 志賀 悠平 

共催：アストラゼネカ、小野薬品工業 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：小野薬品工業･中尾氏(080-2472-1520) 

cc23(0.5単位) 

cc73(0.5単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：00 

第15回長崎県央骨・運動器 
研究会（Web講習会） 

Web聴講のみ 
頸椎・胸椎疾患の治療～その病態と手術の実際～ 

大分大学医学部整形外科講座講師 宮崎 正志 

共催：諫早医師会、久光製薬 
   長崎県央骨・運動器研究会 
問合せ先：久光製薬･古賀氏(070-3763-4701) 

cc60(1単位) 

６／16 
(金) 

19：00 
│ 

20：30 
佐世保産婦人科医会 

佐世保医師会館 
  (佐世保市) 

令和４年度佐世保市総合医療センターNICU入院統計 
佐世保市総合医療センター小児科 角 至一郎 

主催：佐世保産婦人科医会 
問合せ先：村上病院･竹内氏(0956-38-5555) 

cc71(1単位) 

〃 
19：30 
│ 

20：40 

第50回長崎県北緩和医療 
研究会 

アルカスＳＡＳＥＢＯ 
  （佐世保市） 

緩和ケアのこれから 
長崎大学病院麻酔・緩和ケアセンター准教授 石井 浩二 

共催：長崎県北緩和医療研究会、塩野義製薬 
後援：佐世保市医師会、佐世保市薬剤師会 
   佐世保地区病院薬剤師会 
参加費：500円 
その他：在宅医療等含む 
問合せ先：塩野義製薬･積田氏(080-8335-8274) 

cc81(1単位) 

〃 
18：40 
│ 

20：30 
大村胃腸疾患研究会 

大村市医師会館在宅医療 
サポートセンター研修室 
  (大村市) 

食道癌化学療法の今／長崎医療センター消化器内科 今村 祥子 
共催：大村市医師会、山下医科機械 
問合せ先：大村市医師会(0957-54-0151) 

cc52(1.5単位) 

６／19 
(月) 

18：30 
│ 

19：30 
佐世保共済病院学術講演会 

佐世保共済病院 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

コロナが奪ったもの、残したもの 
長崎大学大学病院小児科、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科＆ 
熱帯医学・グローバルヘルス研究科小児科学分野教授 森内 浩幸 

主催：佐世保共済病院 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：佐世保共済病院(0956-22-5136) 

cc0(1単位) 

〃 
19：00 
│ 

20：15 

糖尿病診療を包括的医療 
連携の視点から考える会 

アルカスＳＡＳＥＢＯ 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

循環器医からみた糖尿病診療～心血管イベント発症抑制のために～ 
佐世保市総合医療センター循環器内科管理診療部長 波多 史郎 

糖尿病医からみた循環器専門医との連携～心血管イベント発症抑制のために～ 
佐世保市総合医療センター糖尿病・内分泌内科部長 山﨑 浩則 

主催：ノボノルディスクファーマ 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ･川島氏(090-7183-9569) 

cc76(0.5単位) 

cc82(0.5単位) 

〃 
18：30 
│ 

20：30 

町健診、原爆健診における
肺癌検診画像読影会 

西彼杵医師会館 
  （西彼杵郡） 

町健診、原爆健診における肺癌検診画像読影会 
長崎大学病院放射線科助教 筒井 伸 

主催：西彼杵医師会 
参加費：肺画像１件100円 

cc11(2単位) 

６／20 
(火) 

18：30 
│ 

20：30 

町健診、原爆健診における
肺癌検診画像読影会 

西彼杵医師会館 
  （西彼杵郡） 

町健診、原爆健診における肺癌検診画像読影会 
三原台病院副院長 上谷 雅孝 

主催：西彼杵医師会 
参加費：肺画像１件100円 

cc12(2単位) 

６／21 
(水) 

19：00 
│ 

20：15 

痛みの治療を再考する 
in Nagasaki 

アルカス佐世保 
  （佐世保市） 
※Webでの聴講可 

口腔領域で遭遇する神経障害性疼痛～服薬支援も含めた薬剤の選択～ 
公立能登総合病院歯科口腔外科部長 長谷 剛志 

神経障害性疼痛における薬物単剤療法の意義 
佐世保共済病院ペインクリニック麻酔科部長 境 徹也 

主催：第一三共 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：第一三共･岡田氏(080-1003-7784) 

cc19(0.5単位) 

cc63(0.5単位) 

６／23 
(金) 

19：00 
│ 

20：00 

諫早医師会学術講演会 
（Web講習会） 

Web聴講のみ 
糖尿病治療 Up to Date～ARNIによる新たな血圧管理～ 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究所 
離島・へき地医療学講座助教 野中 文陽 

共催：諫早医師会、ノバルティスファーマ 
   大塚製薬 
問合せ先：ﾉﾊ ﾙ゙ﾃｨｽﾌｧー ﾏ･加藤氏(090-8566-6042) 

cc74(1単位) 

６／27 
(火) 

19：00 
│ 

21：00 

町健診、原爆健診における
胃癌Ⅹ線検診画像読影会 

西彼杵医師会館 
  （西彼杵郡） 

町健診、原爆健診における胃癌Ⅹ線検診画像読影会 
長崎掖済会病院放射線科医務顧問 川野 洋治 

主催：西彼杵医師会 
参加費：胃画像１件300円 

cc1(2単位) 



６／28 
(水) 

19：00 
│ 

20：30 

Osteoporosis Web Seminar 
～椎体骨折保存治療から 
手術まで～（Web講習会） 

Web聴講のみ 

人生100年時代のOVF診療up to date 
大阪市立総合医療センター整形外科副部長 星野 雅俊 

特殊な病態を伴う骨粗鬆症性椎体骨折について 
長崎労災病院名誉院長 小西 宏昭 

菅整形外科病院 久芳 昭一 
貞松病院 貞松 俊弘 

共催：大村市医師会、アステラス製薬 
   アムジェン 
問合せ先：アムジェン･井上氏(080-7217-8481) 

cc12(1単位) 

cc62(0.5単位) 

６／30 
(金) 

19：00 
│ 

20：30 

県北リウマチネットワーク 
研究会 

レオプラザホテル佐世保 
  (佐世保市) 
※Webでの聴講可 

当科で経験した抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎症例の臨床的検討 
佐世保市総合医療センターリウマチ・膠原病内科 友川 拓也 

当院における関節リウマチ患者の悪性腫瘍の発生率に関する検討 
佐世保中央病院リウマチ・膠原病センター部長 荒牧 俊幸 

トシリズマブのベストユース 
～適正使用がもたらしたトシリズマブのRA治療貢献～ 

新潟県立リウマチセンター副院長 伊藤 聡 

共催：県北リウマチネットワーク研究会 
   中外製薬 
参加費：500円(会場のみ) 
問合せ先：中外製薬･村重氏(090-5216-8617) 

cc12(1単位) 

７／４ 
(火) 

17：30 
│ 

19：20 

第51回長崎障害者支援 
再生医療研究会 

長崎大学医学部良順会館 
  (長崎市) 

一般演題２題 
iPS細胞由来オルガノイドを用いた眼の再生医療 
大阪大学大学院医学系研究科幹細胞応用医学寄附講座教授 林 竜平 

主催：長崎障害者支援再生医療研究会 
問合せ先：長崎大学移植･消化器外科学･村井氏(095-819-7316) 

cc0(0.5単位) 

cc0(1単位) 

７／６ 
(木) 

19：00 
│ 

20：00 
五島医師会学術講演会 

観光ビルはたなか 
  (五島市) 

しまのCKD診療への３年間のアプローチ 
－保存期腎性貧血治療戦略も含めて－ 

五島中央病院腎臓内科 髙木 博人 

共催：五島医師会、五島薬剤師会、協和キリン 
その他：在宅医療等含む 
問合せ先：五島医師会(0959-72-5000) 

cc12(1単位) 

７／11 
(火) 

19：00 
│ 

20：00 
五島医師会学術講演会 

観光ビルはたなか 
  (五島市) 

ポストコロナ時代の肺炎診療ガイドラインの在り方 
～予防と治療における将来の展望～ 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科呼吸器内科学分野(第二内科)教授 迎 寛 

主催：ＭＳＤ 
共催：五島医師会 
問合せ先：五島医師会(0959-72-5000) 

cc8(1単位) 

７／14 
(金) 

19：00 
│ 

20：00 
諫早医師会学術講演会 

ホテルグランドパレス諫早 
  (諫早市) 
※Webでの聴講可 

２型糖尿病治療の最近の話題 
～日本における２型糖尿病治療のアルゴリズムについて～ 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科客員教授 
みどりクリニック健診センターセンター長 阿比留 教生 

共催：諫早医師会、住友ファーマ 
問合せ先：住友ファーマ･平田氏(080-9453-0647) 

cc0(1単位) 

７／23 
(日) 

13：00 
│ 

14：15 

長崎県医師会主催 
梅毒診療講演会 

長崎県医師会館 
  （長崎市） 
※Webでの聴講可 

長崎県における梅毒の現状について（仮） 
長崎県感染症対策室感染症対策班 窄口 広大 

梅毒を知る／      日本性感染症学会理事長 髙橋  聡 

主催：長崎県医師会 
共催：日本性感染症学会 

cc63(1単位) 

７／27 
(木) 

18：55 
│ 

20：30 
第58回県北肝臓研究会 

ホテルリソル佐世保 
  (佐世保市) 
※Webでの聴講可 

当院におけるHCV未治療患者の拾い上げの現状 
佐世保市総合医療センター消化器内科 釣船 隼也 

MAFLDから肝疾患を考える：SVR後肝がんを含めて 
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 

共催：県北肝臓研究会、アッヴィ 
後援：佐世保市医師会 
問合せ先：ｱｯｳﾞｨ･北岡氏(080-4444-1757) 

cc8(0.5単位) 

cc27(1単位) 

 


