
◇　平成２７年１月分市医及び各区講演会一覧表　◇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．１

区　別 日　　時 場　　所 講　　演　　内　　容
市　医 １.１４（水）

１９時
ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会１月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
 　　司会　九州労災病院 消化器内科 板場　壮一、福岡ゆたか中央病院 放射線科 前岡 伸彦
　症例検討
　教育症例「消化管疾患診断に役立つEUS-FNA（粘膜下腫瘍以外）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院　消化器内科　板場　壮一
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１８･２５･５１･５３≫

１.１５（木）
１８時３０分

ホテルニュータガワ
新館３階「月華」

第４７８回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、㈱ツムラ〉
　製品紹介：『ＴＪツムラ抑肝散』
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　精神医学教室　教授　中村　純
　一般演題「精神病症状及び認知機能障害を呈した中枢神経ループスの１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　精神医学教室　高島　直之
　特別講演「抑うつ、不安、不眠の漢方治療」
　　　　　　久留米大学医学部　先進漢方医学講座（神経精神医学講座兼務）
　　　　　　　久留米大学医療センター　先進漢方治療外来　診療責任者　教授　惠紙　英昭
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫

１.１６（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」

第３０２回北九州画像診断部会〈共催:北九州画像診断部会、市医師会、バイエル薬品㈱〉
　特別講演「前立腺と精巣のＭＲＩ」
　　　　　　九州大学大学院医学研究院　分子イメージング・診断学講座　教授　渡邊　祐司
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１３･６５･６６≫

１.１６（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

福岡県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ学術講演会〈共催:県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、第一三共㈱〉
《抗血栓療法の新しい流れ～静脈梗塞症と静脈血栓症～》
    　座長　製鉄記念八幡病院 理事長･病院長 石束 隆男、高野内科ｸﾘﾆｯｸ 院長 高野 健太郎
　講演１「静脈血栓症治療の新たな展開」（19時～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州総合病院　循環器内科部長　近藤　克洋
　講演２「NOACのﾗｽﾄｽﾃｰｼﾞ～ENGAGE AF-TIMI48のすべて～」（19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心臓血管研究所 所長 山下　武志
　パネルディスカッション「テーマ：ＮＯＡＣの用量設定について考える」（20時30分～）
　　　　　　　　　　　小倉記念病院　脳卒中センター長・脳神経外科主任部長　中原　一郎
　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　脳卒中・神経センター　センター長　藤本　茂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉記念病院　循環器内科　主任部長　安藤　献児
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３０･３３･４２･７８≫

１.１９（月）
１９時

   総合保健福祉センター
        ２階 講堂

第２回かかりつけ医認知症対応力向上研修【前編】〈主催：市医師会〉
　１.「かかりつけ医の役割　編」　　　　　　　　　 　　　　平尾台病院　院長　長森　健
　２.「診断と治療　編」　　  　　 　　　　　　　　　　　　　北九州総合病院　呉島　誠
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･１２･１３≫
※①【後編】は同会場で２月５日（木）１９時～開催
※② 前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書(北九州市内
   　の医師のみ)」を後日交付

１.２１（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイアルーム」

※会費　1000円

第５回北部福岡感染症研究会〈共催：北部福岡感染症研究会、県臨床衛生検査技師会、
　製品紹介：ｷﾉﾛﾝ系抗菌薬『ジェニナック』　　　　　　　　市医師会、アステラス製薬㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　呼吸器内科　教授　迎　寛
　「呼吸器感染症の診療のコツ～インフルエンザ対策も含めて～」
　　　　　　長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　病態解析・診断学分野　教授　栁原　克紀
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･４１･４５≫

１.２３（金）
１９時３０分

ＫＭＭビル
３階

第３２回北九州胸部疾患研究会〈共催：北九州胸部疾患研究会、市医師会、エーザイ㈱〉
　製品紹介：『パリエット錠　ルネスタ錠』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州市立門司病院　呼吸器内科　廣瀬　宣之
　1.「Sarcodosis-Lymphoma syndromeと思われた一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科・臨床研修部　林　康之
　2.「呼吸不全にて死亡した若年性肺気腫の１剖検例」 国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 日高 孝子
  3.「片側性間質性肺炎が疑われた一例」　　　　　　　飯塚病院　呼吸器内科　吉峯　晃平
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１８･４１･４５≫

１.２９（木）
１９時

ホテルアルモニーサンク
２階

平成26年度第4回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肝臓がん検診従事者講習会･第89回北九州肝腫瘍研究会
　情報提供　　　　　　　　　　〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、味の素製薬㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第一外科学　田村　利尚
　「肝のう胞腺癌の一切除例」　　　　　　　　　新小倉病院　肝臓病センター　谷本　博徳
　特別講演　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第三内科学　教授　原田　大
　「肝腫瘤性病変の画像と病理」　　　　　　久留米大学病院　臨床検査部　教授　中島　収
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１５･２７≫

１.２９（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉 北九州市泌尿器科医会・平成２６年度第７回研修会
　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、ファイザー㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　座長　　門司掖済会病院　泌尿器科部長　山下　博志
　「排尿障害診療の最近の進歩」
　　　　　　　　　　　　　東京大学大学院　医学系研究科泌尿器外科学　教授　本間　之夫
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６･９･８２≫

１.３０（金）
１９時

ステーションホテル小倉 第２５０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㈱〉
　製品紹介：骨粗鬆症治療剤『ボンビバ静注1㎎シリンジ』
　一般演題　　　　　　　　　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　整形外科部長　香月　一朗
　「骨粗鬆症治療の最近の話題（仮）」
　　　　　　　　　　　　　九州労災病院門司メディカルセンター　整形外科部長　大友　一
　特別講演　　　　　　　　　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　整形外科部長　香月　一朗
　「医療チームの安全を支えるノンテクニカルスキル～スピークアップとリーダーシップ～」
　　　　　　　大阪大学医学部附属病院　中央クオリティマネジメント部　教授　中島　和江
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･８･１９≫

門　司 １.１９（月）
１９時

門司区医師会館
１階　診察室 ＊骨関節レントゲンカンファランス

１.２０（火）
１９時

門司区医師会館
３階 講堂

門司区外科医会学術講演会〈共催:門司区外科医会、門司区医師会、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱、ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱〉
　製品紹介：『シムビコートタービュヘイラー』について
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　おおつかクリニック　院長　大塚　祥司
　「呼吸器疾患の最新の知見」　新小文字病院　呼吸器外科部長・医療連携室室長　宗　哲哉
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･４５･７９≫



◇　平成２７年１月分市医及び各区講演会一覧表　◇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．２

区　別 日　　時 場　　所 講　　演　　内　　容
門　司 １.２１（水）

１９時
門司区医師会館

３階 講堂
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、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱〉
　製品紹介：直接トロンビン阻害剤『プラザキサ®カプセル75㎎/110㎎』最新の話題提供
　特別講演（19時10分～）　　　　　座長　　せのお内科・循環器科医院　院長　妹尾　俊和
　「開業医としてどのような場面で心エコー検査を依頼すべきか？」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第二内科学　准教授　竹内　正明
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１５･７３≫

小　倉 １.２２（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３７６回小倉小児科医会臨床懇話会
　講演１「Helicobacter pylori感染の関与が疑われた急性胃十二指腸粘膜病変の一男児例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州総合病院　高野　健一
  講演２「カプセル内視鏡・小腸内視鏡が診断に有効であったMeckel憩室出血の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州総合病院　菅　秀太郎

１.２４（土）
１５時

ＴＫＰ小倉シティセンター
６階

福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会〈共催：県内科医会、県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、
　製品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武田薬品工業㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　北九州市内科医会　会長　村岡　衛
　講演１「保険診療の動向」　　　 　　　　　  　　　 福岡県内科医会　会長　江頭　芳樹
　講演２　　　　　　　　　　　　　座長　　村岡内科消化器科クリニック　院長　村岡　衛
　「日常診療における疾患の難治化慢性化予防に役立つ全人的医療」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉備国際大学大学院　客員教授　吾郷　晋浩
　講演３　　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「脳梗塞発症予防のための生活習慣病管理と最新の抗血栓療法」
　　　　　　　　　　　　　九州大学大学院医学研究院　病態機能内科学　講師　吾郷　哲朗
≪取得単位数…３.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･７３･７８≫

１.２８（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイアルーム」

小倉内科医会実地医家ｼﾘｰｽﾞ講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、第一三共㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「冠動脈ｲﾝﾀｰﾍﾞﾝｼｮﾝにおける最新の話題」小倉記念病院　循環器内科主任部長　安藤　献児
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１･４２･４３≫

１.３０（金）
１９時

市立商工貿易会館 小倉医師会かかりつけ医認知症の会第６回研修会
　　　　　　　　　　　　〈共催：小倉医師会、小倉医師会かかりつけ医認知症の会〉
　「認知症　症例報告（仮）」
　　　　　　　　小倉医師会かかりつけ医認知症の会実行委員　政所クリニック　政所　広行
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉医師会　理事　井田　能成
　「最新の認知症診療～多職種協働に向けて～」
　　　　　　　　　　　　　　　国立長寿医療研究センター　内科総合診療部長　遠藤　英俊
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･２９･８０≫

八　幡 １.１３（火）
１８時５０分

八幡医師会館
３階 視聴覚室

シリーズ勉強会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉
　情報提供：『ベタニス錠』の有効性と安全性について
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　谷内科クリニック　院長　谷　良樹
　「下部尿路機能障害の診断と治療」　　　　産業医科大学　泌尿器科学　助教　西井　久枝
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６５･６６≫

１.２１（水）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

八幡臨床外科医会１月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉
　話題提供：『テネリア錠20㎎』
　特別講演　　　　　　　　　　座長　　井手消化器・呼吸器外科医院　院長　井手　誠一郎
　「糖尿病患者初診時に私が気をつけていること」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　糖尿病・内分泌内科　中村　寛
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･２３≫

１.２８（水）
１８時５０分

千草ホテル
別館１階「鶴の間」

八幡精神科医会・内科医会合同学術講演会
　　　　　〈共催：八幡精神科医会、八幡内科医会、八幡医師会、武田薬品工業㈱〉
　情報提供：『アジルバ錠』の臨床効果の有用性
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　　　座長　　香西洋クリニック　院長　香西　洋
　「睡眠薬の適正使用・休薬ガイドラインを念頭に置いたこれからの不眠医療」
　　　　　国立精神・神経医療研究ｾﾝﾀｰ　精神保健研究所　精神生理研究部部長　三島　和夫
　ディスカッション（20時～）　　　　香西洋クリニック　香西　洋、折尾病院　原賀　憲亮、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦医院　三浦　力、谷内科クリニック　谷　良樹
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･２０･２９≫

１.２９（木）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

※会費　500円

第2回ほばしら内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〈共催：八幡内科医会、ほばしら内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、八幡医師会、
　製品紹介:『ザクラス配合錠』の降圧効果につきまして（18時50分～）　武田薬品工業㈱〉
　症例検討（19時～）　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州市立八幡病院　末永　章人
　１.「呼吸器科症例」　北九州市立八幡病院
　２.「糖尿病科症例」　北九州市立八幡病院
　ショートレクチャー（19時50分～）　　　　　　司会　　益田内科クリニック　益田　勝敏
　「肝疾患治療の発展・今後私のできる事」　　　　　　嘉麻赤十字病院　内科　下野　淳哉
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･１５≫

戸　畑 １.２１（水）
１９時

戸畑区医師会医療ｾﾝﾀｰ 戸畑区医師会学術講演会〈主催：戸畑区医師会〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　菅原眼科医院　院長　菅原　聡
　「加齢黄斑変性についての最近の話題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　眼科学教室　助教　永田　竜朗
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･３６≫

若　松 １.１６（金）
１９時４５分

若松区医師会館
大ホール

第４回若松区医師会研修会〈主催：若松区医師会〉
　講演「花粉症に対する薬物治療　初期療法と抗ヒスタミン剤の選択」
　　　　　　　　　　　　　九州大学大学院医学研究院　耳鼻咽喉化学　講師　澤津橋　基広
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･３９≫

産医大 １.２０（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０１教室

第４３８回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：呼吸器内科〉
　テーマ：肺真菌症
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･７３≫

その他 １.２７（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第542回北九州糖尿病研究会〈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㈱〉
　情報提供：『ビクトーザ皮下注18㎎』
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　東和病院　糖尿病センター　松本　雅裕
　１.「原発性副甲状腺機能亢進症治療と共にｲﾝｽﾘﾝ離脱可能であった２型糖尿病の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　内科　中村　寛
　２.「透析導入後まもなく原発性副甲状腺機能亢進症が発見された糖尿病性腎症の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たまき腎クリニック　玉置　清志


