平成 25 年 12 月吉日

福岡県認知症医療センター（久留米大学+大牟田病院共同企画）
医師向け研修会 第 4 回のご案内

謹啓
初冬の候、皆様におかれましてはますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。日頃よ
り多大なるご支援ご協力の程賜りまして感謝を申し上げます。
さてこの度、筑後地区の福岡県認知症医療センターに指定されております、久留米大学
病院及び大牟田病院の共同で、医師向け研修会を開催しております。皆様のご理解ご協力
のおかげで、シリーズ最後になります第 4 回の開催を迎えることができました。誠にあり
がとうございました。第 4 回では医療だけでなく介護・福祉といった立場から 3 名の講師
の先生方にご講演いただきます。どうぞ皆様奮ってご参加ください。ご参加いただける方
は、お手数ですが、申込み用紙に必要事項を記入の上、参加される会場へ事前に FAX にて
お申込みくださいますようお願いいたします。

謹白

主催：福岡県認知症医療センター
久留米大学病院
国立病院機構 大牟田病院
共催：久留米医師会 大牟田医師会 朝倉医師会
浮羽医師会 小郡三井医師会 大川三瀦医師会
八女筑後医師会 柳川山門医師会
後援：福岡県医師会
【問い合わせ先】
福岡県認知症医療センター 久留米大学病院
TEL: 0942-31-7564 または 0942-31-7903
FAX:0942-35-6041
福岡県認知症医療センター

国立病院機構大牟田病院
TEL/FAX: 0944-58-7265

福岡県認知症医療センター（久留米大学+大牟田病院共同企画）
医師向け研修会 カリキュラム内容及びスケジュール
内容

第1回

2013 年 9 月 9 日（月）

久留米大学病院 本館 2 階

・認知症の症候学

小路 純央 先生

19:00～20：30

第 1・第 2 会議室

（中核症状と BPSD）
・認知症の評価と検査

国立病院機構大牟田病院

・認知症の診断

神経内科 藤井 直樹 先生

・認知症とうつ、せん妄

・アルツハイマー病以外の認知症疾患
・MCI（軽度認知障害）
・認知症の予防

2013 年 9 月 20 日（金）
19:00～20：30

久留米大学病院 本館 2 階

久留米大学高次脳疾患研究所

19:00～20：30

第 1・第 2 会議室

森田 喜一郎 先生

2013 年 10 月 29 日（火）
19:00～20：30

国立病院機構大牟田病院研修センター

2013 年 11 月 12 日（火） 久留米大学 医学部看護学科
国立病院機構大牟田病院

19:00～20：30

神経内科 藤井 直樹 先生

2013 年 11 月 26 日（火）
19:00～20：30

A 棟 2 階 講義室２
国立病院機構大牟田病院研修センター

2014 年 1 月 14 日（火）

久留米大学 医学部看護学科
A 棟 2 階 講義室２

・認知症に係る社会資源と連携

講師は会場にて異なります。

19:00～20：30

・認知症診療におけるかかりつけ医の役割

第 4 回の案内をご参照ください。

2014 年 1 月 28 日（火）

・主治医意見書の役割と書き方

国立病院機構大牟田病院研修センター

2013 年 10 月 2 日（水）

・認知症のケア
第4回

会場

久留米大学 神経精神医学講座

・認知症の薬物療法

第3回

日程

・認知症の基礎知識

・アルツハイマー病
第2回

講師

19:00～20：30

本研修会では各回毎に日本医師会生涯教育講座 1.5 単位が取得できます。
各回の内容によって取得できるカリキュラムコードが異なりますので、各回の案内をご参照ください。
＊第 3 回および第 4 回の久留米会場が当初予定していた会場から変更しております。
上記スケジュール表の会場にて開催しますのでご確認ください。

国立病院機構大牟田病院研修センター

福岡県認知症医療センター
（久留米大学+大牟田病院共同企画）

医師向け研修会
第4回
日程・会場・カリキュラム詳細
【久留米会場】
平成 26 年１月 14 日（火）19:00～20:30（受付:18:30～）
久留米大学医学部看護学科

A棟2階

講義室２

≪講師≫
① 「認知症のケア」
久留米大学

医学部看護学科

教授

中島 洋子

② 「認知症に係る社会資源と連携」
久留米東・東第２地域包括支援センター

先生

鶴田 隼人

先生

③ 「認知症診療におけるかかりつけ医の役割・主治医意見書の役割と書き方」
聖ルチア病院

院長

大治 太郎

先生

【大牟田会場】
平成 26 年 1 月２8 日（火）19:00～20:30（受付:18:30～）
国立病院機構大牟田病院研修センター
≪講師≫
① 「認知症のケア」
大牟田市認知症ライフサポート研究会 大谷 るみ子 先生
② 「認知症に係る社会資源と連携」
大牟田市 長寿社会推進課 梅本 政隆 先生
③ 「認知症診療におけるかかりつけ医の役割・主治医意見書の役割と書き方」
辻クリニック 院長 辻 克郎 先生
この研修会では下記の日本医師会生涯教育講座 1.5 単位が取得できます。
5（医師―患者関係とコミュニケーション）、12（保健活動）、
14（医療と福祉の連携）
主催
共催
後援

福岡県認知症医療センター 久留米大学病院 国立病院機構大牟田病院
久留米医師会 大牟田医師会 朝倉医師会 浮羽医師会 小郡三井医師会
大川三潴医師会 八女筑後医師会 柳川山門医師会
福岡県医師会

福岡県認知症医療センター（久留米大学+大牟田病院共同企画）

医師向け研修会

第4回

FAX 申込み用紙

貴施設名：
ご氏名：
ご所属医師会：

医師会

貴施設住所
ご連絡先（電話）

申込方法
ご参加される会場へ☑をつけて、参加会場へ FAX にてお申込みください。

□ 久留米会場（久留米大学医学部看護学科 A 棟２階 講義室２)
【平成 26 年 1 月 14 日（火）】19:00～20:30
FAX 番号：0942-35-6041
□ 大牟田会場（国立病院機構大牟田病院研修センター）
【平成 26 年 1 月 28 日（火）】19:00～20:30

FAX 番号：0944-58-7265（申込締切 1 月 21 日）
〈問い合わせ先〉
（久留米会場）福岡県認知症医療センター 久留米大学病院
TEL: 0942-31-7564 / 0942-31-7903
ホームページアドレス: http://kurume-dementia.com/
（大牟田会場）福岡県認知症医療センター

国立病院機構大牟田病院

TEL: 0944-58―7265
ホームページアドレス: http://omuta-hp.jp/

