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研究会・学術講演・その他

１. 吉田裕俊

  脊椎疾患に伴う神経障害性疼痛の診断と治療

  第一三共 Web 講演会（2020年12月10日、福岡）

２. 黒田淳哉

  一次脳卒中センター（PSC）の役割と現状　～脳卒中診療におけるエリア連携～

  Stroke Web（2021年２月25日、Web 開催）

３. 増本夏子

  吸入器使い方講習

  第５回ふくおか食物アレルギー攻略法講座（2020年10月25日、福岡）

４. 石崎義人

  小児神経疾患の早期発見と治療

  粕屋医師会乳幼児保健講習会（2020月11月26日、福岡）

５. 田尾義昭

  結核

  呼吸器勉強会（2020年４月13日、院内）

６. 髙田昇平

  COPD における ICS の位置づけと当院の COVID 診療（アストラ）

  宗像内科医会学術講演会（2020年９月11日、宗像・Web 開催）

７. 中野貴子

  喘息治療における LABA/LAMA/ICS の使用経験

  粕屋宗像地区　喘息治療講演会（2020年10月16日、院内）

８. 中野貴子

  COPD における４m 歩行速度と臨床指標の関係

  第36回福岡 COPD 研究会（2020年10月23日、福岡）

９. 吉見通洋

  COVID-19時代の肺がん診療

  福岡県肺がん検診講習会（2020年11月10日、福岡）
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10. 木村信一

  肺がん診療 Up-to-date

  第42回臨床腫瘍カンファレンス（2020年11月10日、Web 開催）

11. 髙田昇平

  COPD の疫学

  福岡東地区 Respiratory Seminar（2020年11月12日、福岡・Web 開催）

12. 山下崇史

  酸素療法・ネーザルハイフローを用いた呼吸管理

  第33回九州呼吸不全懇話会パネルディスカッション（2020年11月21日、Web 開催）

13. 髙田昇平

  当院におけるエナジアの使用経験

  PLATINUM forum in 九州（2020年11月30日、Web 開催）

14. 木村信一

  小細胞肺癌 up-to-date

  第２回 Pharmacist Seminar（2020年12月４日、Web 開催）

15. 吉見通洋

  COPD 治療の実際

  粕屋呼吸器フォーラム（2020年12月23日、Web 開催）

16. 瓜生和靖

  プライマリーケアにおける COPD

  共催　粕屋医師会、福岡東医療センター、アストラゼネカ株式会社（2020年12月23日、Web 開催）

17. 髙田昇平

  Bio 製剤導入の為の効果的な IC

  ALL 九州　Biologics IC Conference（2021年１月22日、Web 開催）

18. 田尾義昭

  福岡地区における肺 NTM 症への取り組みと今後の展望

  日経メディカル　座談会（2021年３月２日、福岡）

19. 吉見通洋

  市中病院における間質性肺炎管理の実際

  ILD web academy（2021年３月２日、Web 開催）
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20. 山下崇史

  これからも RST が必要な理由

  南九州 ME 研究会　第10回呼吸療法セミナー（2021年３月27日、Web 開催）

21. 黒木裕介

  COVID-19禍における腎臓内科の役割

  Clinical Communication Conference （2020年11月４日、院内）

22. 黒木裕介

  多発性嚢胞腎の病態と診療について

  ADPKD Web セミナー（2020年11月11日、福岡）

23. 黒木裕介

  COVID-19と腎臓　～これまでにわかっていること～

  第39回かすや腎セミナー（2020年12月３日、粕屋）

24. 生島真澄

  当院での透析患者の COVID-19肺炎

  第39回かすや腎セミナー（2020年12月３日、粕屋）

25. 片渕律子

  粕屋地区 CKD 連携システムアウトカム研究（粕屋地区慢性腎臓病（CKD）対策連携システム事

業評価のための CKD 進行抑制 , CKD・心血管病リスク因子是正効果に関する研究）～最終報告～

  第38回かすや腎セミナー （2020年８月４日、粕屋）　　

26. 片渕律子

  IgA 腎症の病理：Oxford 分類の定義をふまえて

  CKD ワークショップ（2021年２月18日、Web 開催）

27. 野原　栄

  CGM を活用した血糖管理アプローチ

  九州 LED フォーラム（2020年９月16日、Web 開催）

28. 野原　栄

  具合が悪い時、薬はどうしたらいいの ?

  Live Web Seminar（2021年２月２日、Web 開催） 
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29. 野原　栄

  糖尿病性腎症～後悔しない新常識～

  令和２年度市民公開講座（2021年２月13日、古賀）

30. 野原　栄

  新時代を迎えた糖尿病注射療法～ソリクアへの期待～

  SOLIQUA Nationwaide Conference（2021年２月27日、Web 開催）

31. 原　功哉

  脂肪萎縮性糖尿病の一例

  福岡市糖尿病アーベント（2020年９月15日、福岡）

32. 中村和彦

  潰瘍性大腸炎の診療 Up-to-date

  第164回北部カンファレンス（2020年９月８日）

  博多区内科医会消化器懇話会（2020年12月14日、福岡・Web 開催）

33. 肥山和俊

  COVID-19第一波を経験して

  院内講演会（2020年６月29日、院内）

34. 肥山和俊

  新型コロナウイルス肺炎第一波を振り返って

  町議会講演会（2020年７月20日、新宮）

35. 肥山和俊

  COVID-19について

  研修医と語る会（2020年９月24日、院内）

36. 肥山和俊

  感染症センターの１年を振り返って

  令和２年度感染症委員会（2020年11月24日、院内）

37. 中島裕子、肥山和俊

  救急搬送された COVID-19の２例

  救急プライマリーカンファレンス（2021年３月21日、院内）

38. 黒岩三佳、原　速、上野道雄

  これまでの新型コロナウイルス感染症対応より学ぶ～個人防御具～

  令和２年度粕屋医師会　スキルアップ研修会（2020年10月29日）
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39. 黒岩三佳、的野多加志、正木美保、原　速

  医療と生活を新型コロナウイルスから守る

  令和２年度　粕屋地域交流学習会（2020年12月17日）

40. 中司　元

  COVID-19禍における循環器内科の役割

  Clinical Communication Conference（2020年11月４日、院内）

41. 小池明広

  ECMO 導入目的で転院搬送された事例にみる反省点と今後の対応について

  第64回救急プライマリケアカンファレンス（2021年３月９日、院内）

42. 進藤周一郎

  Bystander CPR と長時間の mechanical CPR で良好な転機を得た院外心停止の一例

  第64回救急プライマリケアカンファレンス（2021年３月９日、院内）

43. 鳥谷亮平

  急性心筋梗塞後の Functional MR による難治性心不全の１例

  第６回東部 HeartConference（2020年12月３日、福岡）

44. 内田聡子

  女性医学の観点からみる腹痛～月経痛から悪性腫瘍まで～

  第624回宗像臨床アーベント（2020年12月10日、Web 開催）

45. 西原智恵

  「Q-WINC@ARIA2020 ～ Fighting COVID-19/ 合同企画」セッション

  COVID-19と闘う医療スタッフのメンタルケア .

  ARIA 2020 in silico（2020年11月21日）

46. 高橋明子、大久保美穂、村山和哉、楠本　剛

  間質性肺炎合併患者に対する EVAR を区域麻酔で管理した症例

  福岡麻酔研究会（2021年３月13日、Web 開催）

47. 瀧澤克実

  肺がんを中心とした近年の病理診断

  第42回臨床腫瘍カンファレンス（2020年11月10日、院内）

48. 宮島隆一

  DRLs2020について（線量の最適化を任されている診療放射線技師に期待すること）

  九州国立病院機構診療放射線技師会　コンプライアンスセミナー（2021年３月１日、Web 開催）
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49. 三浦聖史

  COVID-19症例に対するリハビリテーション感染症指定医療機関としての取り組み

  第38回福岡東脳卒中の地域連携の夕べ（2021年１月13日、古賀）

50. 中山美帆

  栄養情報提供加算への取り組み報告

  九州国立病院管理栄養士協議会研修会（2020年９月26日）

51. 中山美帆

  医療における栄養管理～管理栄養士の役割～

  2019年度福岡女子大学国際文理学部課外講演会（2020年12月21日）

52. 内田詩織

  糖尿病療養指導の今

  糖尿病病診連携セミナー in 粕屋（2021年３月12日）

53. 本田浩一

  FUKUOKA Co-Medical Webinar　座長

  （2020年11月27日、Web 開催）

54. 本田浩一

  Fukuoka iMaging And Physiology conference（FMAP）　コメディカルコメンテーター

  （2020年10月４日、Web 開催）

55. 本田浩一

  市中病院での OFDI 活用例

  Terumo Webinar「イチから始める OFDI」（2020年９月８日、Web 開催）

56. 本田浩一

  当院での OCT と OFDI の使い分け

  Abbott「OCT webinar ～講演会～」（2020年11月25日）


