
◇　平成２７年３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 ３.３（火）

１８時３０分
ステーションホテル小倉

４階「吉祥の間」

※会費　500円

第１２１回北九州内分泌研究会〈共催：北九州内分泌研究会、市医師会、ＭＳＤ㈱〉
　講演1「Basedow病型IgG4甲状腺炎の臨床的特徴に関する検討」産業医科大学 第一内科学講座
      鳥本 桂一、岡田 洋右、新生 忠司、黒住 旭、成澤 学、山本 直、森 博子、田中 良哉
　講演2「術式の違いによる頸部皮膚の引きつれへの影響」　　 　伊都クリニック　大島　章
　講演3「細胞診で腺腫様結節と判断した甲状腺濾胞癌症例について～大濾胞型の濾胞癌の細胞
         診所見～」     やました(甲状腺･副甲状腺)ｸﾘﾆｯｸ 佐藤 伸也、覚道 健一、森 佑輔、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　橘 正剛、横井 忠郎、山下 弘幸
　講演4「腹臥位胸腔鏡下ｱﾌﾟﾛｰﾁ併用にて安全かつ低侵襲に切除しえた縦隔進展を伴う甲状腺
　　　　 乳頭癌の一例」    北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 外科 古賀 健一郎、渡部 雅人、斎村 道代、
　　　　　　　　　 末原 伸泰、阿南 敬生、放射線科 小野 稔、光山 昌珠、病理 豊島 里志
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１９･７３≫

３.４（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

※会費　1000円

第38回一糖会<共催:一糖会,市医師会,下関市医師会,北九州糖尿病教育を考える会,ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱>
　一般演題　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　講師　岡田　洋右
　「２型糖尿病患者へのＳＧＬＴ２阻害薬の糖代謝改善・多面的作用について～当科でのデータ
　　解析より」　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一内科学講座　川口　真悠子
　特別講演　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「ＳＧＬＴ－２阻害薬使用と糖質制限の違い」
　　　　　　　　　埼玉医科大学総合医療センター　内分泌・糖尿病内科　教授　松田　昌文
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･７６･８２≫

３.６（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

※会費　500円

第１７回北九州肝疾患研究会〈共催：北九州肝疾患研究会、市医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　新小倉病院　副院長　野村　秀幸
　「ＩＦＮフリーのこれからのＣ型肝炎治療～実際の症例から見た効果と問題点～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虎の門病院　分院長　熊田　博光
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･７３≫

３.６（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

※会費　500円

第11回北九州呼吸器疾患研究会〈共催:北九州呼吸器疾患研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉
　情報提供：カルバペネム系抗生物質剤『フィニバックス』
　一般演題（19時10分～）　　　　　座長　　九州労災病院　呼吸器内科　科長　井上　直征
　１.「簡易迅速診断法にてＲＳウイルス抗原が陽性であった高齢者肺炎の３例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科　田原　正浩
　２.「当科におけるピレスパ内服症例の検討～有害事象出現症例を中心に～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　呼吸器内科学　講師　石本　裕士
　特別講演（19時40分～）　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科部長　今永　知俊
　「呼吸器感染症 最新の話題」昭和大学医学部 内科学講座 臨床感染症学部門 教授 二木 芳人
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･４７≫

３.１０（火）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉

※会費　500円

第１４回北九州臨床骨代謝疾患研究会〈共催：北九州臨床骨代謝研究会、市医師会、MSD㈱〉
　薬剤情報提供について
　一般講演（19時15分～）　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「生活習慣病と骨粗鬆症（仮）」　　　　　　産業医科大学　第一内科学講座　田中　健一
　特別講演（19時45分～）　　　座長　　産業医科大学　整形外科学教室　教授　酒井　昭典
　「脆弱性橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症治療：いつから始めていつまで続けるか？」
　　　　　　　　　　　　　　　信州大学　整形外科　運動機能学講座　准教授　内山　茂晴
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７６･７７･８２≫

３.１０（火）
１８時３０分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイア」

第４８０回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、持田製薬㈱
　情報提供：抗うつ薬『レクサプロ錠』　　　　　　　　　田辺三菱製薬㈱、吉富薬品㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　精神医学教室　教授　中村　純
　一般演題「アルコール関連障害を有するうつ病患者にエスシタロプラムを使用した一例(仮)」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　精神医学教室　菅　健太郎
　特別講演「うつ病治療に関する最近の話題」　昭和大学病院　精神神経科　教授　岩波　明
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫

３.１１（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会３月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　　  司会　JCHO九州病院 放射線科 平賀　聖久、製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村　滋郎
　症例検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　放射線科　他
　教育講演「Zollinger-Ellison症候群の内視鏡像」製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２１･５１･５２･５３≫

３.１１（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　500円

第6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、市医師会、
　製品紹介：『グレースビット』の有効性と安全性について　　　　　　　　　　第一三共㈱>
　研究会（19時15分～）※５題予定　　　　　司会　　産業医科大学　安田　浩、濵砂　良一
　１.「当院で経験したｸﾞﾚｰｽﾋﾞｯﾄの安全性と有効性」産業医科大学病院 感染制御部 鈴木 克典
　２.「薬剤感受性判定基準をCLSI2007年版から2012年版に変更した場合の感受性率の違いに
　　　ついて」　　　　　　　　　　　　　　株式会社キューリン　検査部部長　村谷　哲郎
　３.「インフルエンザ脳症の一例」 北九州市立医療ｾﾝﾀｰ　総合診療科主任部長　眞柴　晃一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･２８･４６≫

３.１３（金）
１９時１５分

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

※会費　1000円

第23回北九州整形手術手技研究会〈共催：北九州整形手術手技研究会、市医師会、ｴｰｻﾞｲ㈱〉
　製品紹介：月１回１錠投与の骨粗鬆症治療剤『アクトネル錠75㎎』
　講演（19時30分～）　　　　　　　　　司会　　ＪＣＨＯ九州病院　整形外科　土屋　邦喜
　１.「腰部脊柱管狭窄症に対するPEL(Percutaneous Endoscopic Laminoplasty)～特徴と手術
　　　 手技～」　　　　　　　　　　　　　　 　ＪＣＨＯ九州病院　整形外科　土屋　邦喜
　２.「尺骨鉤状突起骨折に対するKaplam extensile lateral apptoach～Cadaverを用いた
　　　 surgical approach trainingの実際～」 産業医科大学　整形外科　助教　善家　雄吉
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･８≫

３.１３（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

第５２回北九州脳血管懇話会〈共催：北九州脳血管懇話会、市医師会、第一三共㈱〉
　　　　　　　　座長　　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
　基調講演「認知症診療とメマンチンの使い方について」
　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　神経内科・心療内科　診療教授　魚住　武則
　特別講演「脳梗塞治療の新時代～抗血栓療法と急性期再開通療法～」（19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　国立循環器病研究センター病院　脳神経内科　医長　山上　宏
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１３･２９≫

３.１３（金）
１９時

ホテルニュータガワ
本会２階「舞」

※会費　500円

第４回北九州糖尿病トータルケア研究会〈共催：北九州糖尿病ﾄｰﾀﾙｹｱ研究会、市医師会、
　学術演題：『ネシーナ錠』の臨床効果の有用性　　　　　　　　　　　武田薬品工業㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　座長　　東和病院　糖尿病センター　センター長　松本　雅裕
　一般演題「 未　定 」
　特別講演「鋭敏なﾘｽｸﾏｰｶｰとしてのsmall dense LDL～ω脂肪酸による高脂血症へのｱﾌﾟﾛｰﾁを
　　中心に～」昭和大学医学部 内科学講座 糖尿病･代謝･内分泌内科学部門 主任教授 平野 勉
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･２３･８２≫



◇　平成２７年３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 ３.１３（金）

１９時
リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

※会費　500円

第２１回玄海心不全カンファレンス〈共催：玄海心不全ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱〉
　製品紹介：選択的SGLT2阻害剤『スーグラ錠』～２型糖尿病治療剤～
　症例発表１（19時15分～）　　　　　　座長　　北九州市立八幡病院　副院長　太﨑　博美
　「たこつぼ型心筋症の一例（仮）」　　　　　製鉄記念八幡病院　循環器内科　入田　英二
　症例発表２　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉記念病院　循環器部長　白井　伸一
　「興味あるｼﾝﾁ所見を呈した心臓ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽの一例」産業医科大学　第二内科学　石田　大史
　症例発表３　　　　　　　　　　　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　副院長　古賀　徳之
　「心筋虚血で説明できず診療に苦慮した慢性心不全の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　循環器内科　岩垣　端礼
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１５･４３･４５≫

３.１４（土）
１４時

総合保健福祉センター
２階 講堂

第２５回市民健康セミナー〈共催：市医師会、北九州市〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市医師会　理事　藤本　裕司
　「知って防ごう！ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ」　九州大学病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 診療准教授 高杉 紳一郎

３.１５（日）
９時３０分

パークサイドビル
９階中会議室

※会費　2000円

第１６回実地医家のための糖尿病セミナー
　　　　　　　　　〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、小野薬品工業㈱〉
　｢登録医・療養指導医制度について｣日本糖尿病協会福岡県支部　医師部会　会長　角田　稔
　講演（9時40分～）　　座長　 小倉記念病院　糖尿病・内分泌・代謝内科部長　加藤　智子
　１.｢ﾌｯﾄｹｱに関して｣ 新小倉病院 糖尿病ｾﾝﾀｰ長 藤本 良士、糖尿病看護認定看護師 廣津 真
　２.｢糖尿病と悪性腫瘍～膵性糖尿病を含めて～｣ 産業医科大学　第三内科講師　田口　雅史
　３.｢ＧＬＰ－１アナログについて｣　　　　　　　 山本内科・糖尿病内科　院長　山本　操
  ｢インスリンの使い方｣（11時40分～）
　ランチョンセミナー（12時20分～）　　　座長　　北九州総合病院　内科部長　木原　康之
　｢糖尿病と骨粗鬆症（仮）｣
　糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13時30分～）
　　　　　　　　　　　座長　　小倉記念病院　糖尿病・内分泌・代謝内科部長　加藤　智子
　　　　　　　　　　　症例提示　　製鉄記念八幡病院　糖尿病内科部長　野原　栄
≪取得単位数…４.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･８･１５･２３･７３･７５･７６･８２≫

３.１７（火）
１８時４０分

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

第１７９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　　産業医科大学　整形外科学教室　教授　酒井　昭典
　１.「運動器慢性痛管理におけるアセトアミノフェンの再考」
　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院　整形外科　第二脊椎外科部長　今村　寿宏
　２.「変形性関節症に対する保存的治療の現状と展望」
　　　　　　　　　　　　近畿大学医学部奈良病院　整形外科　リウマチ科　教授　宗圓　聰
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･６１･６２≫

３.１７（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

平成２６年度園児保健研修会〈主催：市医師会〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州市医師会　理事　田中　正章
　「役立つ医療情報～Ｂ型肝炎について～」　済生会八幡総合病院　小児科部長　宮川　隆之
　「けいれん時の対応～その時あなたはどうしますか？～」
　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　小児科医長　小児神経センター長　渡辺　恭子
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･１３･３５≫

３.１９（木）
１９時

市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】

第２回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉
　１.「介護保険について」　　　　　　　　 　　北九州市保健福祉局介護保険課認定審査係
　２.「主治医意見書における困難事例や訪問調査員調査票との差について」
　　　　北九州市医師会　理事・北九州市医師会　高齢社会対策委員会　委員長　手島　久文
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･７３･８０≫

３.２０（金）
１９時

ステーションホテル小倉
５階「帆柱」

第73回北九州小児神経懇話会〈共催：北九州小児神経懇話会、市医師会、大塚製薬㈱、
　情報提供：『イーケプラドライシロップ』　　　　　　　　　ユーシービージャパン㈱〉
　症例検討（19時15分～）　　　　　　　　司会　　ＪＣＨＯ九州病院　小児科　高橋　保彦
　１.「新生児ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ前に低血糖脳症で発症したＭＣＡＤ欠損症の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　小児科　三宅　芙由
　２.「３か月の間にＡＤＥＭをくり返した４才女児の検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　小児救急センター　村上　珠菜
　３.「単純型熱性けいれんと診断された２日後にけいれん重積を起こした１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　小児科　緒方　怜奈
　基調講演（20時～）　　　　　　　　　座長　　坂口こどもクリニック　院長　坂口　祐助
　「抗てんかん薬と薬疹について」　　　　　　　　　産業医科大学　小児科学　下野　昌幸
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２６･３２･３５≫

３.２３（月）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

第２回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、北九州市〉
　報告「診療所におけるｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ･ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ調査について」　　　 　北九州市保健所医務薬務課
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市医師会　理事　岡本　高明
　「認知症疾患のリスクファクターについて（仮）」 たつのおとしごｸﾘﾆｯｸ 院長 小野　隆生
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１９･２９≫

３.２３（月）
１９時

総合保健福祉センター
２階 講堂

平成２６年度北九州市認知症疾患医療センター研修会
　　　　　　　　　　　　　　〈共催：認知症疾患医療センター、北九州市、市医師会〉
　講演　　 　座長　小倉蒲生病院　院長・認知症疾患医療センター　センター長　井田　能成
　「認知症疾患の理解と対応（仮）」
　　　　　　　　　　　ゆう心と体のクリニック　院長・福岡県医師会　常任理事　瀬戸 裕司
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１４･２９≫

３.２３（月）
１８時３０分

北九州市職員研修所
１階 ホール

北九州地域救急業務メディカルコントロール協議会研修会
　〈共催：北九州地域救急業務ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会、北九州災害･救急医療ﾌｫｰﾗﾑ、市医師会〉
　１.救急事案
　２.教育講演　　　　 　　　　　座長　　産業医科大学　救急医学講座　教授　真弓　俊彦
　「ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ体制の現状と今後」 　 北九州市立八幡病院　救命救急ｾﾝﾀｰ長　伊藤　重彦
　３.特別講演　　  座長　　高嶋ｸﾘﾆｯｸ　院長・北九州市医師会　救急担当理事　高嶋　雅樹
　「救急医療体制における福岡県医師会の取組」
　 　　　　　　　　　 大木整形・リハビリ医院　院長・福岡県医師会　常任理事　大木　實
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･１６≫

３.２４（火）
１９時

市立商工貿易館
２階 多目的ホール

第２回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州市医師会　理事　田中　正章
　１.説明報告「乳幼児健診時のアンケート調査について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市こども家庭局　子ども家庭部　子育て支援課
　２.講演「食物アレルギー児の対応について」　　　おかべｱﾚﾙｷﾞｰｸﾘﾆｯｸ　院長　岡部　貴裕
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１３･１４≫



◇　平成２７年３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 ３.２５（水）

１９時
ステーションホテル小倉

４階「豊饒の間」

※会費　500円

北九州肝胆膵研究会特別講演会〈共催：北九州肝胆膵研究会、市医師会、エーザイ㈱〉
　商品紹介：プロトンポンプ阻害剤『パリエット』
　講演「膵腫瘍のＣＴ・ＭＲＩ診断」　 佐賀大学 医学部 放射線医学教室 教授　入江　裕之
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１８･２２≫

３.２６（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８回研修会
　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、アストラゼネカ㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市保健福祉局医務監　松本　哲朗
　「未来を拓く種は目の前に～逃さず育てる～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　泌尿器科学教室　教授　藤本　直浩
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･８･１４≫

３.２８（土）
１５時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

※会費　1000円

第17回北九州肝癌治療研究会･平成26年度第5回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肝臓がん検診従事者講習会
　　　　　　　　　　　　　〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　一般演題１　　　　　　　 　　　　　　 座長　ＪＣＨＯ九州病院　内科部長　一木　康則
　「当科における定位放射線療法について」　　　製鉄記念八幡病院　肝臓内科　黒川　美穂
　「占拠部位からみた肝細胞癌に対する冠動脈塞栓術の治療効果の検討」
　　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　消化器病センター　肝臓内科部長　松垣　諭
　一般演題２（15時30分～）　　　司会　　北九州市立医療センター　外科部長　阿部　祐治
　「経胸的経横隔膜切開下にラジオ波凝固焼灼術を施行した右横隔膜直下肝細胞癌の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一外科　助教　田村　利尚
　「胆嚢近傍のＨＣＣへのＲＦＡ治療の工夫」
　　　　　　　　　　大分大学医学部附属病院　肝疾患相談センター　診療教授　清家　正隆
　特別講演１（16時10分～）　　　　　　　司会　　かじわらクリニック　院長　梶原　英二
　「肝癌に対する炭素ｲｵﾝ線治療」　　 九州国際重粒子線癌治療ｾﾝﾀｰ　副ｾﾝﾀｰ長　塩山　善之
　特別講演２（17時20分～）
         　司会 　北九州市立八幡病院 統括部長 兼 消化器・肝臓病ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 岡本 好司
  「肝癌の外科治療」　　　　　　　　　　　　　　聖マリア病院　研究所　所長　藤堂　省
≪取得単位数…３.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･４･６･２７･７３≫

門　司 ３.１０（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、大日本住友製薬㈱〉
　製品紹介：ビグアナイド系経口血糖降下剤『メトグルコ錠』
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　おおつかクリニック　院長　大塚　祥司
　「メトグルコの効果的な使用法についての検討～ＣＧＭデータを含めて～」
　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院門司メディカルセンター　内科部長　新生　忠司
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７３･７６･８２≫

３.１６（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

３.１８（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、興和創薬㈱〉
　製品紹介：緑内障・高眼圧治療薬『グラナテック点眼液0.4％』
　特別講演（19時15分～）　　　　　　　　　　　座長　　西明内科消化器科医院　西明　真
　「内科医が知っておくべき　眼科疾患の最近の知見」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　眼科学講座　教授　近藤　寛之
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３６･３７･７３≫

３.２４（火）
１９時

門司区医師会館
１階 診察室

門司区医師会循環器症例検討会〈共催：門司区医師会、第一三共㈱〉
　テーマ：循環器疾患の症例検討　循環器領域の話題に関する講演
　　　　　司会　　ＪＲ九州病院　安田　雄一郎
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･４２≫

小　倉 ３.５（木）
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、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱>
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「高齢者喘息とＣＯＰＤ」　　　　　　　　　　　　　　霧ヶ丘つだ病院　院長　津田　徹
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･４５･４６･７９≫

３.２６（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３７８回小倉小児科医会臨床懇話会
　講演１「アレルギー性紫斑病診断後に発症した急性糸球体腎炎の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　小児科　梯　公彦
　講演２「出生後に診断された両腎低形成の１例」  北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 小児科 三浦　義文

八　幡 ３.５（木）
１８時４５分

八幡医師会館
２階 研修室

※会費　300円

第37回八幡循環器ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〈共催：八幡循環器ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、八幡内科医会、八幡医師会、MSD㈱〉
　製品紹介：『ジャヌビア錠』最新の話題
　症例検討（19時～）　　　司会　　北九州市立八幡病院　循環器内科　主任部長　原田　敬
　１.「肺塞栓症と婦人科疾患：心肺蘇生に成功した若年女性の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　循環器科　中園　和利
　２.「冠動脈ＣＴ検査では１枝病変と思われたが冠動脈造影検査において３枝疾患であった
　　　１例」　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　循環器科　岩垣　端礼
　３.「糖尿病患者における大血管症ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ：症状に乏しかったＡＳＯの１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　循環器内科　主任部長　原田　敬
　講演（19時50分～）　　　　　　　　　　座長　　とどろきクリニック　院長　轟木　元友
　「心不全はカテでは治せない～リピーターを減らす工夫～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　循環器内科　主任部長　原田　敬
　よろづ相談ｺｰﾅｰ「 未　定 」（20時20分～）　　北九州市立八幡病院 循環器科 岩垣　端礼
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１５･７３≫

３.９（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：『ベシケア錠』の有効性と安全性について
　特別講演　　　　　　　　　　　　司会　　佐藤内科胃腸科クリニック　院長　佐藤　智雄
　「膀胱炎の治療と予防」　　　　　　　　　産業医科大学　泌尿器科学　講師　濵砂　良一
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２８･６７≫

３.１２（木）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

※会費　500円

第５回北九州ＥＲ～CRITICAL CARE CONFERENCE～
　〈共催：北九州ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～、八幡医師会、㈱大塚製薬工場〉
　製品説明（18時45分～）
　一般講演（19時～）　　座長　　北九州市立八幡病院　感染制御室　ＣＮＩＣ　中川　祐子
　「適正なＣＶ管理のために」　　　　健和会大手町病院　医療安全管理部部長　諸永　幸子
　特別講演（19時20分～）　　座長　　北九州市立八幡病院　救命救急センター　伊藤　重彦
　「重症患者の栄養管理～エビデンスの整理と実践の工夫～」
　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　救急・災害医学講座　主任教授　小谷　穰治
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１６≫



◇　平成２７年３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 ３.１６（月）

１９時
八幡医師会館
３階 講堂

第14回北九州西部地区医療安全研修会<共催:北九州西部地区医療安全連絡会議,八幡医師会>
　　　　　　　　　座長　　ふじもと内科クリニック　院長・八幡医師会　理事　藤本　裕司
　講演１「注射・点適時のトラブル（神経損傷・点滴漏れ）とその対策」
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　形成外科　主任部長　田崎　幸博
　講演２「ｱﾅﾌｨﾗｷｼｰｼｮｯｸについて」　　　ＪＣＨＯ九州病院　総合診療部部長　酒井　賢一郎
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･５７≫

３.１８（水）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

八幡臨床外科医会３月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉
　情報提供：V2-受容体拮抗剤『サムスカ錠』
　講演（19時15分～）　　　　　　　座長　　島田乳腺・外科クリニック　院長　島田　和生
　「心臓外科術前に考えること～私の視点～」
　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　心臓血管外科　診療部長　中島　淳博
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･４≫

３.１９（木）
１８時４５分

千草ホテル
別館１階「鶴の間」

３月度八幡内科医会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉
　情報提供：『グレースビット錠』の有効性と安全性について
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　　　　　　座長　　野田医院　院長　西田　英一
　「呼吸器感染症の最近の話題」　　　　川崎医科大学　総合内科学１　准教授　宮下　修行
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４１･４２≫

若　松 ３.２０（金）
１９時

若松区医師会館
大ホール

第５回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉
　商品説明（18時45分～）
　講演１「苦情対応のポイント」（19時～）
　　　損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社　医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ　山崎　堅司
　講演２「化学物質と職業がん」（20時～）
　 産業医科大学　産業保健学部　環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科　安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学　教授　熊谷　信二
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･５･１１･１９≫

産医大 ３.１７（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０８教室

第４４０回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：神経内科、心療内科〉
　テーマ：ビタミン欠乏と神経疾患
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６２≫

３.１７（火）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３０回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「病院感染における敗血症・血流感染症治療を最適化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　症例検討「教訓的な敗血症の一例～敗血症診療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)…１６･２８･３２･４３≫

３.１９（木）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３１回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「病院感染における呼吸器感染症治療を最適化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　症例検討「難治性肺炎の一例～肺炎診療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)…４５･４６･４７･４９≫

３.２３（火）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３２回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「病院感染における尿路感染症治療を最適化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　症例検討「膀胱癌治療中に発症した難治性腎盂腎炎の一例」
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６４･６５･６６･６７≫

３.２５（水）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３３回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「病院感染における腹腔内感染症治療を最適化する」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　症例検討「腸管穿孔の一例～腹腔内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)…５０･５３･５４･５５≫

３.３０（月）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３４回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「病院感染における中枢神経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「髄膜脳炎の一例～髄膜炎治療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)…３０･３１･３２･３５≫

３.３１（火）
１９時

男女共同参画センター
ムーブ

５階 大セミナー室

※会費　500円

第３５回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー in KOKURA
　　　〈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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「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「難治性皮膚潰瘍の一例～難治性皮膚軟部組織感染症のアルゴリズムを考える～」
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２４･２５･２６･２７≫

その他 ３.１２（木）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「豊饒」

福岡県内科医会北九州ブロック保険診療懇話会２０１５
　　　　　　〈共催：県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、アストラゼネカ㈱、小野薬品工業㈱〉
　特別講演　　　　　　　　座長　　福岡県内科医会北九州ブロック　副会長　高野　健太郎
　「糖尿病治療における最近の話題」　　　　　　　廣畑内科クリニック　院長　廣畑　佳秀
　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ　　 座長　小倉内科医会 会長 村岡 衛・門司区内科医会 会長 久志本 孝一
　「保険診療レセプト審査の現状について」
　症例提示　福岡県内科医会　会長　江頭　芳樹、福岡県内科医会　専務理事　上野　俊幸、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県国民健康保険診療報酬審査委員　杉本　英克

３.２４（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第544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㈱〉
　製品紹介：DPP-Ⅳ阻害薬『ネシーナ錠』の血糖低下作用につきまして
　症例発表　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　九州労災病院　内科部長　田中　誠一
　１.「当院の糖尿病透析患者におけるＣＯＮＵＴを用いた栄養管理」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行橋中央病院　内科・糖尿病内科　江藤　知明
　２.「当院における新規糖尿病薬の効果と副作用について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本内科・糖尿病内科　院長　山本　操

３.３１（火）
１９時

ホテルクラウンパレス小倉 第41回烏帽子会北九州支部 臨床研究会〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉
　特別講演「 未　定 」　　　　　　　福岡大学筑紫病院　消化器内科　准教授　平井　郁仁


