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医 ８.６（木） ホテルクラウンパレス小倉 第12回豊の国糖尿病と眼研究会
１９時３０分
３階「ダイヤモンド」
〈共催：豊の国糖尿病と眼研究会、県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、万有製薬㈱〉
製品紹介『プレミネント錠』
座長
新小倉病院 病院長 桶田 俊光
症例報告「糖尿病網膜症に対する硝子体手術」（仮題）九州労災病院 眼科部長 坂本 英久
特別講演「インクレチンと糖尿病治療」
※会費 ５００円
秋田大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝・老年内科学講座 教授 山田 祐一郎

８.１１（火） ステーションホテル小倉 第434回北九州精神科集談会
〈共催：北九州精神科医会、市医師会、日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱〉
１８時３０分
製品紹介『ジプレキサの紹介』（18時30分〜）
座長
産業医科大学 精神医学教室 教授 中村
純
一般講演「非定型抗精神病薬による急性期治療」（19時〜19時30分）
産業医科大学 精神医学教室 阿竹 聖和
特別講演「統合失調症の早期介入とアドヒアランス〜その生物学的基盤について〜」
北海道大学大学院医学研究科 精神医学 教授 小山 司
８.１７（月） ホテルクラウンパレス小倉 平成21年度第１回特定健診・特定保健指導登録医療機関研修会
〈主催：市医師会〉
１９時
座長
北九州市医師会 理事 田中
裕
「肥満症とﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ」
国立病院機構小倉医療センター 院長 岡嶋 泰一郎
８.１８（火） ステーションホテル小倉 第124回北九州臨床整形外科医会
〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、日本臓器製薬〉
１９時
座長
正和中央病院 リハビリテーション科部長 浦上 泰成
「骨軟部腫瘍の診断と治療（小児期の骨腫瘍を含む）」
国立病院機構小倉医療センター 整形外科医長 横山 庫一郎
８.２０（木） リーガロイヤルホテル小倉 ８月度北九州市皮膚科医会研修会 〈主催：市皮膚科医会、市医師会、協和発酵キリン㈱〉
１９時
３階「クリスタル」
製品説明：ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤『アレロック錠』
特別講演
座長
産業医科大学 皮膚科 教授 戸倉 新樹
「日本の皮膚病」
埼玉医科大学総合医療センター 皮膚科 准教授 寺木 祐一
８.２５（火） リーガロイヤルホテル小倉 第１回北九州感染症研究会
〈共催：北九州感染症研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉
１９時
３階「クリスタル」
座長
産業医科大学 泌尿器科 教授 松本 哲朗
「多剤耐性菌の広がりと抗菌薬の適正使用」（仮題）
群馬大学大学院医学系研究科 細菌感染制御学 教授 池
康嘉
８.２７（木） ホテルクラウンパレス小倉 平成21年度北九州市医師会園医会総会・研修会
１９時３０分
３階「ダイヤモンド」
総会（19時〜19時20分）
〈主催：市医師会園医会 共催：ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱〉
研修会（19時30分〜20時45分）
座長
北九州地区小児科医会 会長 吉田 ゆかり
「保育現場において注意すべき感染症」 産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一
８.２８（金）
八幡医師会館
第238回北九州整形外科医会 〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉
１８時５０分
製品紹介：消炎鎮痛剤『ロルカム錠』
レントゲンカンファランス
特別講演
座長
福岡新水巻病院 整形外科主任部長 金澤 洋介
※会費 1,000円
「外傷性頚部症候群に関する最近の知見」北海道大学医学部 整形外科 講師 小谷 善久
８.２８（金） ステーションホテル小倉 第16回北九州胃腸懇話会特別講演会 〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
１９時
５階「飛翔」
製品紹介：プロトンポンプ阻害剤『パリエット』
特別講演
座長
戸畑リハビリテーション病院 院長 佐々木 英
※会費 1,000円
「内視鏡的摘除大腸SM癌の病理診断」 新潟大学大学院 分子・診断病理学 教授 味岡 洋一
８.２９（土）
北九州総合病院
第14回Hepatology Forum 〈共催：Hepatology Forum、市医師会、アボットジャパン㈱〉
１３時３０分
管理棟 ６階
１「診断に苦慮した肝腫瘍の一手術例」
京都大学医学部附属病院 病理診断部 大月 聡明、吉澤明彦、真鍋俊明 他数題
門司区医師会
門 司 ８.１９（水）
門司区内科医会学術講演会
〈共催：門司区内科医会、門司区医師会、万有製薬㈱〉
３階 講堂
１９時
製品紹介『プレミネント』
講演「降圧療法・最近の話題〜CHAT-P試験で得られたARB/利尿薬合剤の効能〜」
福岡大学筑紫病院 内科第一 教授 浦田 秀則
北九州市立門司病院
８.２４（月）
第36回病診合同アーベント
〈共催：門司区医師会、市立門司病院〉
１９時
１「高齢者の骨折（転倒と骨粗鬆症）」
北九州市立門司病院 整形外科 岩永 淳一
２「演題未定」
北九州市立門司病院 消化器内科 吉水 一郎
３「当院におけるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの現状について」 北九州市立門司病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 作業療法士 森井 広毅
４「門司区医師会の事業について」（仮題）
門司区医師会 副会長 白石 公彦
八幡医師会館
八 幡 ８.１９（水）
八幡臨床外科医会８月例会
〈共催：八幡臨床外科医会、エーザイ㈱〉
３階 視聴覚室
１９時
製品紹介：プロトンポンプ阻害剤『パリエット』
特別講演
座長
小野外科内科医院
小野 正憲
「治療可能な先天性疾患：ｳｨﾙｿﾝ病の臨床と実態」産業医科大学 第三内科 教授 原田 大
その他 ８.２５（火）
パークサイドビル
第483回北九州糖尿病研究会例会〈共催：北九州糖尿病研究会、ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱、武田薬品工業㈱〉
１９時
９階
司会
産業医科大学病院 産業医臨床研修等指導教員 准教授 森田 恵美子
１「高齢発症の劇症１型糖尿病の１例」
２「糖尿病患者へのﾌｫｰﾐｭﾗ食導入の効果」

九州厚生年金病院 内科
杉本クリニック 管理栄養士

納富 威充
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ステーションホテル小倉 第32回北九州糖尿病の集い 〈共催：北九州糖尿病の集い、北九州糖尿病教育を考える会、
製品紹介：高血圧治療剤『アバプロ』（18時45分〜）
市医師会、大日本住友製薬㈱〉
特別講演
座長
新小倉病院 院長 桶田 俊光
「エビデンスに基づく食事療法」（仮題）
※会費 ５００円
東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻社会予防免疫学分野 教授 佐々木 敏
市立商工貿易会館
平成21年度第１回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第197回生涯教育講座
製品紹介（18時45分〜）
〈共催：市医師会、ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱〉
講演（19時〜）
座長
さだもと胃腸科クリニック 院長 貞元 洋二郎
「演題未定」
国立病院機構九州医療センター 消化器内科医長 原田 直彦
パークサイドビル
平成21年度第１回乳幼児健診登録医療機関研修会
〈主催：市医師会〉
９階
「平成20年度乳幼児健診等結果について」 市子ども家庭局子ども家庭部子育て支援課
座長
北九州地区小児科医会 会長 吉田 ゆかり
「成長期の子どもの目〜視機能の正常な発達を目ざして〜」大里眼科クリニック 院長 辰巳 貞子
九州厚生年金会館
第67回北九州肝腫瘍研究会・平成21年度北九州ﾌﾞﾛｯｸ肝臓がん検診従事者講習会
２階「曙の間」
製品紹介（18時45分〜）
〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、味の素ﾌｧﾙﾏ㈱〉
症例提示
座長
産業医科大学 消化器内科・肝胆膵内科 田原 章成
「肝原発sarcomatoid carcinomaの１例」国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ肝臓病ｾﾝﾀｰ 古賀 荒太郎
「多発肝腫瘍の一切除例」
九州労災病院 外科 長門 優、福山 時彦 他
小倉医師会館
平成21年度第１回医療安全対策研修会
〈共催：市医師会、市保健所〉
「医療安全管理体制の整備と今後の取組み〜診療所における事例を通して〜」
北九州市保健所 医務薬務課課長 吉本 勝彦
市立商工貿易会館
北九州がん連携勉強会 〈共催：県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、県臨床外科医学会北九州支部、
座長
さだもと胃腸科クリニック 院長 貞元 洋二郎
市立医療ｾﾝﾀｰ、大鵬薬品工業㈱〉
１「胃がんのESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）治療」北九州市立医療センター 消化器科部長 本田 邦臣
座長
もものクリニック 院長 桃野 義博
２「胃癌診療における病診連携を考える」国立病院機構小倉医療センター 外科部長 品川 裕治
３「胃がん鏡視下手術の進歩」
北九州市立医療センター 外科部長 末原 伸泰

