
◇　平成２７年２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 ２.３（火）

１９時
ステーションホテル小倉

飛翔の間
Stroke Conference in Kitakyushu～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、大塚製薬㈱〉
　特別講演１(19時10分～)　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「脳梗塞と抗血小板薬～急性期から慢性期まで～」製鉄記念八幡病院 脳卒中･神経ｾﾝﾀｰ 藤本 茂
　特別講演２(19時40分～)座長　小倉記念病院 脳神経外科主任部長 脳卒中ｾﾝﾀｰ長 中原 一郎
　「脳卒中とその付随疾患の予防、リスク管理について（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　国立循環器病センター　脳神経内科　医長　猪原　匡史
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１５･７８≫

２.４（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１９回北九州先端医療研究会〈共催：北九州先端医療研究会、市医師会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉
　学術情報提供（18時50分～）
　特別講演１（19時～）　　　　　座長　　産業医科大学　第二内科学講座　教授　尾辻　豊
　「肺塞栓症における病態と治療の進歩」
　　　　　　　　久留米大学医学部内科学講座　心臓・血管内科部門　主任教授　福本　義弘
　特別講演２（20時～）　　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「骨免疫学から見た関節炎治療の進歩」東京大学大学院医学系研究科 免疫学講座 教授 高柳 広
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･４２･４５･７３≫

２.５（木）
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【後編】〈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.「連携と制度　編」　　  　　 　　　　　　　　たかぎクリニック　院長　髙樹　信次
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･１９･２９≫
※ 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

２.５（木）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

※会費　500円

第2回北九州呼吸器疾患を学ぶ会<共催:北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱>
　製品紹介：喘息治療配合剤『フルティフォーム』
　一般演題（19時15分～）　　　　　　　　座長　　飯塚病院　呼吸器内科部長　飛野　和則
　「家族内発症をみとめた夏型過敏性肺臓炎の１例」
　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　呼吸器内科医長　日高　孝子
　特別講演（19時30分～）　　　　　　座長　　産業医科大学　呼吸器内科学　教授　迎　寛
　「気管支喘息の治療戦略～各ICS/LABA配合剤の特徴を踏まえて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学病院　第二内科　講師　尾長谷　靖
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･７９≫

２.７（土）
１４時

総合保健福祉センター
２階 講堂

平成２６年度かかりつけ医・産業医こころの健康対応力向上研修
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈共催：市医師会、市立精神保健福祉センター〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市医師会　理事　長森　健
　「アルコール健康障害対策基本法について～成立の経緯、その理念・内容・それぞれの役割
　　について～」　　　　　　　　　　　　国立病院機構肥前精神医療センター　武藤　岳夫
　シンポジウム『医療連携について～地域・職場・家族～』
　　　　　　　　　座長　　松尾病院　院長　松尾　典夫、田中クリニック　院長　田中　裕
　Ⅰ.「精神科医の立場から～飲酒問題の評価とかかりつけ医・精神科医の協働について～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松尾病院　院長　松尾　典夫
　Ⅱ.「地域の内科医から～診療現場の現状と課題について～」岩本ｸﾘﾆｯｸ　院長　岩本　拓也
　Ⅲ.「北九州MACの経験から～回復という希望について～」 北九州MACスタッフ　坂本　鍈輔
　Ⅳ．ディスカッション 
≪取得単位数…３.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･７･２０･６９･７０･８２≫

２.９（月）
１８時４５分

北九州芸術劇場
中劇場

平成２６年度在宅医療推進シンポジウム〈共催：市医師会、北九州市〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市医師会　理事　手島　久文　
　講演１「地域包括ケアシステムにおける在宅医療・介護連携」
　　　　　　　　　　北九州市医師会高齢社会対策委員会委員・小倉医師会理事　木村　喜男
　講演２「地域包括支援センターが関わった事例から見えること」
　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉南地域包括支援センター　担当係長　正野　のぞみ
　シンポジウム『在宅医療・介護連携における現状と課題』
 　　 木村医院 院長 木村 喜男、産業医科大学病院 地域医療連携本部 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 野田 雅美
　　  戸畑区医師会訪問看護ステーション　管理者　立石　純子、
      小倉南地域包括支援センター　担当係長　正野　のぞみ、
　　　北九州福祉ｻｰﾋﾞｽ㈱ ｹｱﾌﾟﾗﾝｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　次長　金子　大介
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･８０≫

２.１０（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階

平成26年度第2回北九州ﾌﾞﾛｯｸ大腸がん検診従事者講習会・第220回生涯教育講座
　製品紹介（18時45分～）　　　　　　　　　　　〈共催：市医師会、大日本住友製薬㈱〉
　講演（19時～）　　　　　　　座長　　産業医科大学　第三内科学　准教授　久米　恵一郎
　「早期大腸癌内視鏡診療の最前線」　　　広島大学病院　内視鏡診療科　教授　田中　信治
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･５０･５４≫

２.１２（木）
１８時５０分

ＫＭＭビル
４階 第４会議室

※会費　500円

第２６回北九州膵研究会〈共催：北九州膵研究会、市医師会、小野薬品工業㈱〉
　製品紹介：選択的NK1受容体拮抗型制吐剤『イメンドカプセル/プロイメンド』
　症例検討（19時～）　　　　　　　　　　　司会　　九州労災病院　外科部長　福山　時彦
　ｼｮｰﾄﾚｸﾁｬｰ「膵癌の診断と内科的治療」  北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 消化器内科部長　新名　雄介
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５１･５３･５９≫

２.１３（金）
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　500円

第１４回ＣＯＰＤ・禁煙研究会〈共催：COPD･禁煙研究会、県医師会、市医師会、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱、
　薬剤情報提供:長時間作用型吸入気管支拡張剤『ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ®』　　日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲ　ﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱>
　特別講演１（19時15分～）　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　救急部部長　酒井　賢一郎
　「禁煙サポートの実態～保健師の立場から～」
　　　　　　　　　　　小倉記念病院　健康管理センター長　総合診療部部長　大渕　美帆子　
　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉記念病院　健康管理センター　保健師　髙橋　由華
　「高齢化社会×ＣＯＰＤ×外科医」　　　聖マリア病院　呼吸器外科診療部長　大渕　俊朗
　特別講演２（20時～）　座長　　産業医科大学若松病院 呼吸器内科 診療教授　吉井　千春
　「ﾀﾊﾞｺのﾄｰﾀﾙﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ」  亀田総合病院 呼吸器内科部長 亀田京橋ｸﾘﾆｯｸ 副院長 金子 教宏
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･４６･７３･８２≫

２.１３（金）
１８時３０分

ホテルニュータガワ
新館３階「月華」

第４７９回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、大塚製薬㈱〉
　情報提供：抗精神病薬『エビリファイ』について
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　精神医学教室　教授　中村　純
　一般講演「発達障害の支援～自立に向けて～」　九州労災病院　精神科副部長　下村　泰斗
　特別講演「実践的な統合失調症の薬物療法（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県立医科大学　精神医学講座　教授　岸本　年史
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫



◇　平成２７年２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
市　医 ２.１６（月）

１９時
小倉医師会
５階 講堂

平成２６年度第２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〉
　「特定健診・特定保健指導のお知らせ」　　　　　　　　北九州市保健福祉局　健康推進課
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市医師会　理事　藤本　裕司
　「病態から考える糖尿病治療」　　　　　　　　　　　　嶋田病院　内科部長　赤司　朋之
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１９･８２≫

２.１７（火）
１９時３０分

ステーションホテル小倉 第１７８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〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　猪原整形外科医院　院長　猪原　史敏
　「変形性股関節症の診断と治療　最近の知見」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学医学部　整形外科学教室　准教授　中島　康晴
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２≫

２.１８（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 第４会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会２月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　    司会　北九州総合病院 消化器内科 山﨑 雅弘、国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 消化器内科 山縣 元
　症例検討
　教育症例「クラミジア直腸炎との鑑別が困難であった直腸ＭＡＬＴリンパ腫の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　消化器内科　山縣　元
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１７･２５･５９･７３≫

２.１８（水）
１９時

パークサイドビル
９階 大会議室

※会費　1000円

第１７回 豊の国 糖尿病と腎研究会〈共催：豊の国 糖尿病と腎研究会、市医師会、
　製品紹介：選択的ＳＧＬＴ阻害薬『スーグラ錠』について　　　　　アステラス製薬㈱〉
　症例発表（19時15分～）  座長　北九州市立医療センター 糖尿病内科主任部長 黒木　達哉
　１.「ｲﾝｸﾚﾁﾝ製剤の当院における使用成績」 　　　東和病院 糖尿病センター長 松本　雅裕
　２.「当院における血液透析患者の下肢末梢動脈疾患診療」 小倉第一病院 院長 中村　秀敏
　特別講演「糖尿病と合併症～大血管障害、細小血管障害、その他の合併症～」(19時45分～)
　　　　　　　　　久留米大学医学部　内科学講座内分泌代謝内科部門　准教授　田尻　祐司
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７３･７６･８０≫

２.１９（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、大塚製薬㈱〉
　情報提供
　特別講演（19時20分～）　　　　座長　　産業医科大学　皮膚科学教室　教授　中村　元信
　「全身性強皮症の診断と治療」　　　福井大学医学部　皮膚科学研究室　教授　長谷川　稔
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･２６･７３≫

２.２０（金）
１８時３０分

八幡医師会館 第３０３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㈱〉
　持ち寄り症例の検討
　ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ「ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰの読影のコツ」    西日本産業衛生会 北九州PET健診ｾﾝﾀｰ　稲村　篤子
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１３･１８･５３≫

２.２０（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイア」

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、
　情報提供：『フォシーガ錠5㎎』について（18時50分～）　　　　　　アストラゼネカ㈱〉
　講演１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　三浦医院　院長　三浦　力
　「ＳＧＬＴ２阻害薬の使用経験～体組成変化の検討～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　内分泌代謝内科部長　三宅　育代
　講演２　　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「最適な2型糖尿病治療を目指して」  京都府立医科大学 内分泌･代謝内科学 准教授 福井 道明
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２３･２４･６７･７６≫

２.２０（金）
１８時４５分

市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

※会費　500円

第117回北九州外科研究会<共催:北九州外科研究会,市医師会,㈱ﾔｸﾙﾄ,ﾌｧｲｻﾞｰ㈱,科研製薬㈱〉
　１.「左肺尖部胸椎浸潤肺癌に対してTMAおよび後方ｱﾌﾟﾛｰﾁにて完全切除（Th2全切除)を施行
　　　した１例」　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第二外科　松宮　弘喜　他
　２.「潜在性乳癌の１例」　　　　　　　　　　 下関市立市民病院　外科　新川　智彦　他
　３.「当科における乳癌に対する初期全身化学療法前のｾﾝﾁﾈﾙﾘﾝﾊﾟ節生検とLVﾎﾟｰﾄ増設の同時
　　　手術」　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一外科　勝木　健文　他
　４.「形態変化を伴い、急速進展した胃内分泌細胞癌の1例」九州労災病院 外科 長尾 祐一 他
　５.「胃の嚢胞性病変内に腺癌を認めた一例」　　　 　　　ＪＲ九州病院　松田　諒太　他
　６.「胆管内乳頭状腫瘍(IPNB)との鑑別を要した黄色肉芽腫性胆管炎の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院門司メディカルセンター　谷口　竜太　他
　７.「腹腔鏡下脾温存膵尾部切除術を施行したsolid pseudopapillary neoplasm(SPN)の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州総合病院　外科　嘉村　拓朗　他
　他８題予定
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２７･４６･５０･５４≫

２.２０（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「エメラルド」

※会費　500円

第５１回北九州小児血液・腫瘍懇話会
　　　　　　　　〈共催：北九州小児血液･腫瘍懇話会、市医師会、協和発酵キリン㈱〉
　一般演題「 未　定 」 　　　　 座長　　産業医科大学　小児科学教室　助教　本田　裕子
　特別講演「ある小児血液・腫瘍医の回顧録」（19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学病院　小児血液・腫瘍科　教授　小田　慈
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１５･８４≫

２.２３（月）
１８時３０分

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第４４９回北九州肝臓病懇話会〈共催：北九州肝臓病懇話会、市医師会、中外製薬㈱〉
　適正使用情報：『ペガシス・コペガス』の最近の話題
　講演（18時45分～）　　　　　　　　　　　　司会　　産業医科大学若松病院　田原　章成
　１.「C型慢性肝炎のﾌｫﾛｰ中に肝障害の増悪をきたした1例」 製鉄記念八幡病院　黒川　美穂
　２.「肝機能障害の一例」　　　　　　　　　　　　　　 戸畑共立病院　内科　丸岡　浩人
　特別講演「核酸アナログはＢ型肝炎ウィルスによる発癌を抑制できるのか？」（20時～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　内科部長　河野　聡
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１４･５４･８３≫

２.２４（火）
１９時

ホテルクラウンパレス小倉 第３２回北九州市医師会勤務医医学集談会〈主催：市医師会〉
　研修医症例報告　　　座長　　国立病院機構小倉医療センター　統括診療部長　山下　博徳
　「診断に難渋した肺病変を伴う未分化脊椎関節炎」　　　　ＪＣＨＯ九州病院　田所　知命
　勤務医医学研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　ＪＣＨＯ九州病院　副院長　内山　明彦
　1「癒合椎隣接椎体骨折の重症度についての検証」新小文字病院 脊髄脊椎外科治療ｾﾝﾀｰ 土方 保和
　　　　　　　　　　　座長　　九州労災病院門司メディカルセンター　副院長　山崎　嘉宏
　2「高リスク骨髄異形成症候群（ＭＤＳ)に対するｱｻﾞｼﾁｼﾞﾝとﾊﾞﾙﾌﾟﾛ酸ﾅﾄﾘｳﾑ併用療法の有用性
　　 の検証」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小倉記念病院　血液内科　米澤　昭仁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉記念病院　副院長　今田　和典　
　3「シスタチンＣを利用した筋肉消耗度(Sarcopenia Index)の臨床的意義の検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新栄会病院　内科　長野　政則
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１５≫



◇　平成２７年２月分市医及び各区講演会一覧表　◇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．３

区　別 日　　時 場　　所 講　　演　　内　　容
市　医 ２.２６（木）

１９時
総合保健福祉センター

２階 講堂
身体障害者手帳(肢体不自由)に係る診断書作成についての研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈共催：北九州市、市医師会〉
　「身体障害者手帳（肢体不自由）診断書・意見書の記載及び実務的な事項について」
　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院門司メディカルセンター　院長　蜂須賀　研二
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･１３･１４･１９≫

２.２６（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

第２２回北九州リウマチ薬物治療懇話会
　　　　　　　　　　〈共催：北九州ﾘｳﾏﾁ薬物治療懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉
　特別講演（19時10分～）　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「生物学的製剤時代のリウマチに対する手術療法」
　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　整形外科リウマチ科　担当部長　香月　一朗
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･１９･６１≫

２.２７（金）
１９時

ステーションホテル小倉
５階「飛翔」

※会費　500円

第23回豊の国糖尿病と眼研究会<共催:日本糖尿病協会福岡県支部、豊の国糖尿病と眼研究会、
　　　　　　　　　　　　　　　　市医師会、県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、MSD㈱、参天製薬㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州総合病院　内科主任部長　木原　康之
　一般演題「白内障手術のアナザーチョイス～多焦点眼内ﾚﾝｽﾞの使用経験～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さかもとひでひさ眼科　院長　坂本　英久
　特別講演「糖尿病性腎症の成因と治療～新たな展開～」（19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学病院　新医療研究開発センター　教授　四方　賢一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･３６･７６≫

２.２８（土）
１４時

小倉記念病院
４階 講堂

※会費　500円

北九州CDE認定20周年記念講演会〈共催：北九州糖尿病教育を考える会、北九州CDEの会、
　日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、市薬剤師会、北九州地区勤務薬剤師会（洞薬会）、
　県臨床衛生検査技師会北九州支部、日本イーライリリー㈱〉
　「福岡県･佐賀県糖尿病療養指導士北九州地区認定証授与式」横溝内科ｸﾘﾆｯｸ 院長 横溝 由史
　「北九州ＣＤＥの今後の展望」（14時30分～）　　　　　　　杉本クリニック　池田　志穂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州ＣＤＥの会　丸子　浩
　「糖尿病教育媒体作成についての紹介」（15時～）  健和会大手町病院 看護師 十時　綾子
　「糖尿病教育・指導の実際」　　　　 １.横溝内科クリニック　臨床検査技師　竹元　恭子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２.小倉第一病院　薬剤師　山本　瞳
　「北九州糖尿病ｳｫｰｸﾗﾘｰ大会 皿倉山健康ｳｫｰｸﾗﾘｰに合同参加しての報告」（15時40分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東和病院　管理栄養士　二階堂　綾子
　特別講演「糖尿病のある生活の学習指導～食事からﾌｯﾄｹｱまで～」（16時～）
　　　　　　　ﾗｲﾌ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ研究所付属　永寿総合病院　糖尿病臨床研究ｾﾝﾀｰ長　渥美　義仁
≪取得単位数…３.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･７３･７６･８２≫

門　司 ２.１２（木）
１８時３０分

門司区医師会館
３階 講堂

第２回門司区医師会医療安全研修会〈主催：門司区医師会〉
　「苦情対応のポイント」
　「事例から学ぶ～記録と説明の重要性～」
　 　　損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱　医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部　主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　山崎　堅司
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･５･８･１０≫

２.１６（月）
１９時

新小文字病院 第５８回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、新小文字病院〉
　１.「当院における脊椎手術の内容および成績（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新小文字病院　脊椎外科　髙橋　雄一(仮)
　２.「当院における脳梗塞患者への診療の流れについて（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新小文字病院　脳神経外科　藤村　陽都
　３.「高齢者に対する消化管緊急手術（仮）」　　　　　　 新小文字病院　外科　宮成　淳
　４.「末期乳癌に対する治療（仮）」　　　　　　　 　　新小文字病院　外科　島内　貴弘
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３２･６３･８１≫

２.１８（水）
１９時

門司区医師会館
３階 講堂

門司区医師会・門司区内科医会合同学術講演会〈共催：門司区内科医会、門司区医師会〉
　「現場からの医療改革」
 　東京大学医科学研究所 先端医療社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 社会連携研究部門 特任教授 上　昌広
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･７≫

２.１９（木）
１９時

門司区医師会館
１階 診察室

門司区医師会画像診断検討会〈主催：門司区医師会〉
　テーマ：画像診断の症例検討　症例を提示し検討する
　　　　　司会　　西明内科消化器科医院　西明　真
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５３≫

小　倉 ２.２０（金）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

第３７回小倉医師会医療安全対策講演会〈主催：小倉医師会〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　副院長　有馬　透
　「医療の場のコミュニケーションについて」　　　前武蔵野赤十字病院 副院長 日下　隼人
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･８･９≫

２.２５（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「これから変わるＣ型肝炎の治療」　 新小倉病院　副院長･肝臓病センター長　野村　秀幸
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･１８･２７･５１≫

２.２６（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３７７回小倉小児科医会臨床懇話会
　講演１「難治性てんかんに対する迷走神経刺激術」　　九州労災病院　小児科　中村　慶司
  講演２「当院で経験したプロカルシトニン陽性症例の臨床的検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院　小児科　小川　将人

八　幡 ２.５（木）
１９時

ホテルクラウンパレス北九州
１階「ダイヤモンドホール」

※会費　500円

第１０回八幡循環器疾患地域連携協議会～八幡心疾患連携の会～
　　〈共催：八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡内科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉
　製品紹介：DPP-4阻害薬『テネリア錠』
　一般演題（19時10分～）　　　　　　　　　　　　　　座長　　三浦医院　院長　三浦　力
　「長寿社会と心血管病」　　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　循環器科部長　毛利　正博
　特別講演（19時30分～）　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　内科部長　山本　英雄
　「臓器合併症を有する高齢者の血圧管理」
　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　副院長・高血圧センター長　𡈽橋　卓也
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･７４≫

２.９（月）
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：『イクスタンジ』の有効性と安全性について
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　司会　　とどろきクリニック　院長　轟木　元友
　「泌尿器癌に対する治療～行っていること、考えていること～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　泌尿器科学　准教授　藤本　直浩
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６０･６４≫



◇　平成２７年２月分市医及び各区講演会一覧表　◇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＮＯ．４

区　別 日　　時 場　　所 講　　演　　内　　容
八　幡 ２.１９（木）

１８時５０分
千草ホテル

本館２階「光琳」
八幡内科医会２月例会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、武田薬品工業㈱〉
　情報提供：アスピリン/ランソプラゾール配合錠『タケルダ配合錠』の投与意義
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　　　　　　座長　　重森医院　院長　重森　宏敬
　「肥満と循環器疾患」　　　　　　　　　　　　佐賀大学　循環器内科　教授　野出　孝一
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２３･７４≫

２.２３（月)
１８時４０分

千草ホテル 第１４０回八幡成人病懇話会記念講演会〈共催：八幡成人病懇話会、八幡医師会、
　製品紹介：『アイミクス』の有用性について　　　　　　　　　　大日本住友製薬㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　副院長　山本　英雄
　「包括的脳卒中センターの現状と課題」
　　　　　　　　　　　　　　　九州大学大学院医学研究院　脳神経外科　教授　飯原　弘二
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･７８≫

戸　畑 ２.１２（木）
１９時

戸畑区医師会医療ｾﾝﾀｰ 戸畑区内科医会３病院合同カンファレンス〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会〉
　１.「当院における医療・介護関連肺炎患者の摂食嚥下機能の検討」戸畑共立病院 長神 康雄
　２.「ＣＲＰに起因した消化管穿孔の１例」　　　　　　　　　 牧山中央病院　前田　義隆
　３.「 未　定 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸畑けんわ病院　花木　祥二郎
　特別講演「新しい角度から見た糖尿病診療～インスリン中心主義から脱却を考える～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新小倉病院　糖尿病センター長　藤本　良士
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４４･４９･７６≫

若　松 ２.９（月）
１９時

若松区医師会館
大ホール

第４回若松区内科医会学術講演会〈共催：若松区医師会、若松区内科医会〉
　講演「かぜの漢方治療」　　　　九州大学　地域医療教育ユニット　准教授　貝沼　茂三郎
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３９･４６≫

産医大 ２.５（木）
１９時

産業医科大学２号館
２２０１教室

※会費　500円

第２５回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー
　　　〈共催：関門地域感染症研究会、産業医科大学病院感染制御部、産業医科大学医師会〉
　講演「病院感染における皮膚・軟部組織感染症を最適化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典　
　症例検討「腸腰筋腫瘍の一例～腸腰筋膿瘍診断のアルゴリズムを最適化する～」
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２４･２５･２６･２７≫

２.６（金）
１９時

ホテルクラウンパレス北九州

※会費　500円

第２６回産業医科大学循環器･腎臓病診連携の会
　〈共催：産業医科大学循環器･腎臓病診連携の会、産業医科大学医師会、武田薬品工業㈱〉
　情報提供
　症例検討（19時～）「 未　定 」
　教育講演（19時20分～）「 未　定 」
　特別講演（19時50分～）　　　座長　　産業医科大学病院　腎ｾﾝﾀｰ部長・教授　田村　雅仁
　「臓器間クロストーク」　　　　　　東京大学医学部附属病院　検査部　講師　下澤　達雄
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２３･７４･７６≫

２.１７（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０８教室

第４３９回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉
　テーマ：膵神経内分泌腫瘍の診療
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３≫

その他 ２.２４（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第543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　　産業医科大学　第三内科学講座　田口　雅史
　１.「当院における糖尿病透析予防外来の取り組みについて」中間市立病院 内科 瓜生 康平
　２.「持効型インスリンとリラグルチドの併用効果をＯＧＭで確認した２型糖尿病の３例」
　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院門司メディカルセンター　内科　久能　芙美

１ 専門職としての使命感 ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷
２ 継続的な学習と臨床能力の保持 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡
３ 公平・公正な医療 ３１ めまい ５９ 背部痛
４ 医療倫理 ３２ 意識障害 ６０ 腰痛
５ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３３ 失神 ６１ 関節痛
６ 心理社会的アプローチ ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害
７ 医療制度と法律 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ
８ 医療の質と安全 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿
９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難）

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉
１１ 予防活動 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿
１２ 保健活動 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急
１３ 地域医療 ４１ 嗄声 ６９ 不安
１４ 医療と福祉の連携 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ）

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産
１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害
１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理
１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症
１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症
２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病
２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症
２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症
２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息
２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療
２５ リンパ節腫脹 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア
２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣
２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む）

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ８４ その他

カリキュラムコード（略称CC)


