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つくば地区整形外科症例
検討会

6/2(木) 19:00 ～20:30 筑波学園病院
4階大会議
室

つくば市上
横場2573-1

筑波学園病院患者
サポートセンター連
携部門　倉持

029-836-1945 1 症例検討 症例検討会関係 医師（複数名） 62 1.5 1.5

第2回つくばの心不全連携
パスをみんなで考える会
(Web講習会）

6/6(月) 19:00 ～20:40 要
小野薬品工業茨城
営業所第一課　坪
井陽平

029-850-3488 1
心不全パンデミックの実情と治療の最前線～慢性腎
臓病治療の観点から～

筑波大学医学医療系循環器内科准教授 石津智子 12 0.5 1.5

2
心不全療養指導士の役割とは？心不全患者への療
養指導の実際

筑波メディカルセンター病院心不全療養指導士看護
師

石田靖代 73 0.5

3 かかりつけ医から見た心不全連携の現状と課題 柴原医院院長 柴原健 73 0.5

第26回つくば脳と神経勉
強会(Web講習会）

6/8(水) 19:30 ～20:30 要
第一三共つくば営
業所　岡本隆義

080-1011-7928 1 脳卒中診療最新版　入院から再発予防まで
筑波大学医学医療系脳神経外科脳卒中予防・治療学
講座講師

伊藤嘉郎 78 1 1

茨城県南皮膚疾患カン
ファレンス2022(Web講習
会）

6/9(木) 18:50 ～20:45

田辺三菱製薬北関
東甲信越支店つく
ば第一営業所　高
井俊英

029-860-6810 1
即時型アレルギーの診療―アレルゲン検索法の実
際ー

東京医科大学茨城医療センター皮膚科講師 神﨑美玲 1 0.5 1.5

2
痒みに対するセカンドエフォート～抗ヒスタミン薬の
ニーズと併用のコツとは？

菅井皮膚科パークサイドクリニック理事長 菅井順一 26 1

肺高血圧症webセミナーin
つくば(Web講習会）

6/10(金) 19:00 ～20:00 要
日本新薬茨城営業
所つくばチーム　近
藤志帆

029-850-6191 1
日常診療に潜む肺高血圧症～見つけ方から筑波大
学での治療の現状について～

筑波大学医学医療系循環器内科助教 佐藤希美 45 1 1

日常診療に潜む代謝性骨
疾患(Web講習会）

6/15(水) 18:45 ～20:00
協和キリン　白鳥
博康

029-841-9511 1 FGF23関連疾患のトピックス 東京大学医学部附属病院腎臓・内分泌内科助教 伊東伸朗 0 1 1

第27回茨城県炎症性腸疾
患研究会(Web講習会）

6/15(水) 19:00 ～21:00 要
EAファーマ北関東
営業所　石川我聞

080-4946-4801 1
潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘術の治療成績―術
前内科治療から考察

筑波大学附属病院消化器外科 馬上頌子 10 0.5 2

2
腸管ブラキスピラ感染を合併した潰瘍性大腸炎症例
の検討

東京医科大学茨城医療センター消化器内科 柿崎文郎 53 0.5

3 潰瘍性大腸炎に対する外科治療の現況 横浜市立市民病院炎症性腸疾患科部長 小金井一隆 73 1
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茨城県心エコーオンライン
セミナー(Web講習会）

6/20(月) 19:00 ～20:05 要
第一三共　広津大
輔

080-1003-7917 1 Moderate ASとLFLG Severe ASの鑑別 筑波大学医学医療系循環器内科助教 佐藤希美 42 0.5 1

2
心臓弁膜症TopicsーAF合併時の抗凝固療法も含め
てー

筑波大学医学医療系循環器内科准教授 石津智子 43 0.5

いばらきの糖尿病を考え
る会(Web講習会）

6/22(水) 19:00 ～20:30
ホテル日航つ
くば別館

1階昴
つくば市吾
妻1-1364-1

要

MSD北関東甲信越
営業部ポートフォリ
オつくば営業所
城取斉

029-852-2131 1
糖尿病治療におけるインクレチン関連薬の可能性に
ついて再考する

愛知医科大学医学部内科学講座糖尿病内科教授 神谷英紀 76 1.5 1.5

第70回茨城県小児アレル
ギー研究会(Web講習会）

6/30(木) 19:00 ～20:30
ホテルグランド
東雲

フォレスト
ルーム

つくば市小
野崎488-１

1,000
鳥居薬品　棚橋亮
太

080-5940-7933 1
アトピー性皮膚炎と食物アレルギー～アトピー性皮膚
炎治療におけるデルゴシチニブ軟膏の活用法を含め
て～

島根大学医学部皮膚科学講座准教授 千貫祐子 26 0.5 1

2 乳児期における食物アレルギーの発症予防について
あいち小児保健医療総合センターセンター長 、免疫・
アレルギーセンター長

伊藤浩明 11 0.5

腎性貧血webセミナー in
Tsukuba(Web講習会）

6/30(木) 19:00 ～20:10

田辺三菱製薬北関
東甲信越支店つく
ば第一営業所　高
井俊英

029-860-6810 1 動脈硬化の新知見と新規腎性貧血治療薬への期待
徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学分野
教授

佐田政隆 73 1 1

不整脈のトータルマネジメ
ントを考える(Web講習会）

6/30(木) 19:00 ～20:30
ホテル日航つ
くば本館

11階アリエ
ス

つくば市吾
妻1-1364-1

要

ブリストル マイ
ヤーズ スクイブ茨
城栃木営業所　宮
川剛

029-860-6255 1
心房細動に対する非薬物治療の最近の話題/心室不
整脈に対する非薬物治療の適応

土浦協同病院循環器内科部長/筑波大学医学医療系
循環器内科病院講師

久佐茂樹/小松雄樹 44 1 1.5

2 もっと知りたい抗凝固療法－真のリスクを見極めるー
日本大学医学部内科学系循環器内科学分野主任教
授

奥村恭男 43 0.5
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