
◇　平成２７年５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 ５.１（金）

１９時
ホテルクラウンパレス小倉

３階「ダイヤモンド」

※会費　1,000円

第15回北九州脳神経外科ﾌｫｰﾗﾑ〈共催:北九州脳神経外科ﾌｫｰﾗﾑ、市医師会、エーザイ㈱〉
　製品紹介：『ギリアデル脳内留置剤7.7㎎』
　一般演題（19時10分～）　座長　　北九州市立医療ｾﾝﾀｰ　脳神経外科主任部長　溝口　昌弘
　１.「外科的治療を行った横Ｓ状静脈洞硬膜動静脈瘻」産業医科大学 脳神経外科 黒川 暢、
　　　　山本 淳考、髙橋 麻由、出井 勝、副島 慶輝、北川 雄大、植田 邦裕、宮岡 亮　他
　２.「妊娠２１週で発症した破裂脳動静脈奇形の一例」
　　　　　　　北九州市立医療センター　脳神経外科　金田　章子、塚本　春寿、溝口　昌弘
　３.「閉塞性脳血管障害におけるDual PLD法を用いたASL-MRI灌流画像の有用性：ｱｾﾀｿﾞﾗﾐﾄﾞ
　　　IMP SPECTとの比較」九州労災病院　脳神経外科　芳賀　整、前原　直喜、矢野　敏之、
　　　福岡市立こども病院　脳神経外科　下川　能史、森岡　隆人
　特別講演（20時～）　　　 座長　　北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 脳神経外科主任部長　溝口　昌弘
　「脳動脈瘤の壁性状を考慮した治療法」
　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学坂文種報德會病院　脳神経外科　教授　加藤　庸子
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･３０･３２･６３≫

５.８（金）
１８時４５分

ＪＣＨＯ九州病院
別館４階講堂

※会費　500円

平成27年度第1回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肺がん検診従事者講習会･第97回北九州肺縦隔疾患研究会
　学術提供:『ﾉｲﾄﾛｼﾞﾝ』情報提供　 <共催:北九州肺縦隔疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱>
　講演　　　　　　　　　　　　　司会　　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科部長　今永　知俊、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚病院　呼吸器腫瘍内科部長　海老　規之
　１.「ｵﾘｺﾞﾒﾀｽﾀｰｼｽを有する肺癌に対する切除例の検討」新小倉病院　呼吸器外科　森　將鷹
　２.「ｵﾘｺﾞﾒﾀｽﾀｰｼｽな症例」　　　　　　　　　　　飯塚病院　呼吸器腫瘍内科　海老　規之
　３.「外科切除により長期予後が得られた肺癌術後遠隔再発症例の検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　呼吸器外科　水内　寛
　４.「肺癌副腎転移に対する外科治療例」　　　　　 ＪＣＨＯ九州病院　外科　内山　明彦
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４４･４５≫

５.１３（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会５月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　 　司会　　さだもと胃腸内科ｸﾘﾆｯｸ　貞元　洋二郎、産業医科大学　第三内科　渡邊　龍之
　症例検討
　教育講演「HIV感染症に合併する消化器疾患」　　 　産業医科大学　第三内科　渡邊　龍之
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１２･１９･２５･８０≫

５.１４（木）
１９時

ホテルアルモニーサンク
２階

平成27年度第1回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肝臓がん検診従事者講習会･第90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　　国立病院機構小倉医療センター　内科　佐藤　丈顕
　１.「急性呼吸不全を呈した肝腫瘍の１例」　　　 ＪＣＨＯ九州病院　内科　川床　慎一郎
　２.「多発肝腫瘍の１例」　　　　　　　　　　　　 　九州労災病院　外科　倉田　加奈子
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１５･２７≫

５.１５（金）
１８時４５分

ＫＭＭビル
本館４階会議室

※会費　500円

第３５回北九州高次脳機能研究会〈共催：北九州高次脳機能研究会、市医師会、ｴｰｻﾞｲ㈱〉
　製品紹介：アルツハイマー型認知症治療剤『アリセプトＤ錠』
　一般演題「 未　定 」（19時～）　　　　　座長　　産業医科大学　放射線科　大成　宣弘
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　神経内科　足立　弘明
　「認知症の診断と治療～レビー小体型認知症を中心に～（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本大学医学部附属病院　神経精神科　講師　橋本　衛
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･４８･７０≫

５.１５（金）
１８時３０分

小倉医師会館
４階 第２会議室

第３０４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㈱〉
　症例検討
　ﾐﾆﾚｸﾁｬｰ「頭頸部癌に対する動注化学療法の経験」
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　北九州市立医療センター　放射線科　飯田　崇
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･８･３０･８４≫

５.１８（月）
１８時１５分

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ
地域医療ｾﾝﾀｰ「鷗」

第４５０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㈱〉
　一般演題「ﾍﾟｶﾞｼｽ･ｺﾍﾟｶﾞｽの最近の話題」 中外製薬株式会社　福岡ﾒﾃﾞｨｶﾙ推進室　俵　英樹
　講演（18時45分～）　　　　　　　　　　　　　司会　　新小倉病院　副院長　野村　秀幸
　１.「頭痛・嘔吐・複視が生じた非代償性肝硬変の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　内科部長　河野　聡
　２.「多彩な基礎疾患を有する高齢男性にみられた肝腫瘤」  JCHO九州病院 内科 赤嶺 摩依
　特別講演「肝細胞癌の超音波検査」(20時～)　　　新小倉病院　肝臓内科部長　山下　信行
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･３６･４７≫

５.１９（火）
１９時３０分

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

第１８０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　　野口整形外科医院　野口　碩雄
　「今日の骨折外傷治療法」　　　　　　　　　　久留米大学　整形外科　教授　白濱　正博
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･５７≫

５.２１（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総会・研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、マルホ㈱〉
　製品紹介：尋常性乾癬等角化症治療剤『オキサロール軟膏』（18時45分～）
　総会（19時～）
　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
　「日々の治療に活かせる、乾癬の外用療法」
　　　　　　　　　　　　　東海大学医学部　専門診療学系　皮膚科学　准教授　馬渕　智生
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１９･２６≫

５.２２（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15回ﾀﾊﾞｺと死の五重奏研究会〈共催：ﾀﾊﾞｺと死の五重奏研究会、市医師会、
　製品情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノバルティスファーマ㈱〉
　特別講演　　　座長　　産業医科大学　産業医臨床研修等指導教員　准教授　森田　恵美子
　「糖尿病患者における禁煙治療とその後の経過」
　　　　　　　　　　　　　　　　東京都済生会中央病院　糖尿病・内分泌内科　村田　千里
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７６･８２≫

５.２５（月）
１８時３０分

ＫＭＭビル

※会費　500円

第6回ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための感染対策ｾﾐﾅｰ〈共催：ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための感染対策ｾﾐﾅｰ、
　　　　市医師会、市薬剤師会、県臨床衛生検査技師会、KRICT、杏林製薬㈱ﾍﾙｽｹｱ事業部〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　新行橋病院　樋渡　美紀、古野　千津香
　１.「結核菌の検査について」　　　 産業医科大学　病理・臨床検査・輸血部　本田　雅久
　２.「結核含む労務災害・公務災害について～とくに予防と曝露後の対応」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　感染制御室　伊藤　重彦
　３.「外来・病棟における飛沫・空気感染対策」　　 小倉記念病院　ＣＮＩＣ　溝口　裕美
　４.「最近の感染症トピックス」　　　　　　　 北九州市保健福祉局　医務監　松本　哲朗
　５.「Q&Aｺｰﾅｰ」　 KRICT本部事務局　元石　和世、北九州市立八幡病院　CNIC　中川　祐子
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１０･１１･４６≫



◇　平成２７年５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 ５.２８（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２７年度第２回研修会

　　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、第一三共㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　泌尿器科学　講師　濱砂　良一
　「慢性前立腺炎の最近の話題」
　　　　　　　　　　　東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　泌尿器科　教授　清田　浩
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２２･２５･６９≫

門　司 ５.１２（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、ファイザー㈱〉
　製品紹介：がん疼痛・慢性疼痛治療剤『トラマールＯＤ錠』
　特別講演「かかりつけ医師による慢性疼痛へのアプローチ～診断のコツと最近の薬剤選択に
　　　　　　ついて～」　　　　　　　　　　　　　　前川整形外科医院　院長　前川　和道
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６０･６１･７７≫

５.１４（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　　辻医院　辻　雄一郎
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５３≫

５.１８（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

５.２０（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、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱、寿製薬、MSD㈱〉
　製品紹介:選択的SGLT2阻害剤～2型糖尿病の治療薬剤～『ｽｰｸﾞﾗ錠』
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　長田医院　院長　島　留美
　１.「糖尿病治療について～外来治療で困った時の対応を含めて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門司掖済会病院　内科　北岡　千恵
　２.「SGLT2阻害薬の意外な力～実臨床から学んだこと～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一内科学講座　学内講師　森　博子
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２３･６７･８２≫

５.２５（月）
１９時

門司メディカルセンター 第５９回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、門司メディカルセンター〉
　１.「急性陰嚢症の一例」　　　　　　　 門司メディカルセンター　泌尿器科　山崎　清玄
　２.「変形性膝関節症に対する手術療法～高位脛骨骨切り術を中心に～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門司メディカルセンター　整形外科　池井　大輔
　３.「腹腔鏡下ヘルニア手術について」　　　 　門司メディカルセンター　外科　松村　勝
　４.「訓練支援ロボットの臨床エビデンス」
　　　　　　　　　　　　　門司メディカルセンター　リハビリテーション科　蜂須賀　研二
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５３･６１･７８･８４≫

小　倉 ５.２５（月）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

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、エーザイ㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「抗血栓薬服用者に対する消化器内視鏡診療ガイドライン」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部　内科学　教授　藤本　一眞
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５０･５２･７３･７８≫

５.２８（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３８０回小倉小児科医会臨床懇話会
　講演１「新生児同種免疫性血小板減少症（ＮＡＩＴ）の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　小児科　澤野　徹
　講演２「過去５年間に当院小児科から転院した症例の解析」
　　　　　　　　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　小児科　田中　健太郎

八　幡 ５.１５（金）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

第15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〉
　講演　　　　　　　座長　　北九州市立八幡病院　副院長・八幡医師会　理事　伊藤　重彦
　「インフォームドコンセントと診療ガイドライン」
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 長崎大学　病院長　産婦人科教授　増﨑　英明
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･５≫

５.２０（水）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

八幡臨床外科医会５月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、ファイザー㈱〉
　製品紹介：慢性疼痛治療剤『トラマール』
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　末次医院　院長　末次　文祥
　「脊椎関連疼痛治療の再考」九州労災病院 勤労者骨・関節疾患治療研究ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 兼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整形外科　第二脊椎外科部長　今村　寿宏
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６３･６５≫

５.２１（木）
１８時４５分

千草ホテル
別館１階「鶴の間」

５月度八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉
　薬剤情報提供：『リクシアナ錠』の有効性と安全性について
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　　　座長　　谷内科クリニック　院長　谷　良樹
　「心房細動への最新戦略～ＮＯＡＣとカテーテルアブレーション、コラボレーション～」
　　　　　　　　　　　　　　　　横浜市立みなと赤十字病院　心臓病センター長　沖重　薫
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４３･７３≫

５.２９（金）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

※会費　500円

第３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、アステラス製薬㈱〉
　製品紹介：『シムビコートタービュヘイラー』について
　症例検討（19時～）　　　　　　　司会　　北九州市立八幡病院　呼吸器内科　吉田　有吾
　１.「５－ＡＳＡ不耐症の一例」　　　　 北九州市立八幡病院　消化器内科　川口　浩太郎
　２.「好酸球性筋炎・心筋炎の一例」　　　　 北九州市立八幡病院　神経内科　末永　章人
　特別講演（19時50分～）　　　　　　　　　司会　　ひらたクリニック　院長　平田　静弘
　「甦る毒ガス気道障害～イペリットの悪夢～（大久野島～北九州）」
　　　　　　　　　島根大学医学部附属病院　呼吸器・化学療法内科　診療教授　粟屋　幸一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･１５≫

若　松 ５.１５（金）
１９時

若松区医師会館
大ホール

第１回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、第一三共㈱〉
　製品紹介：『リクシアナ錠』について（18時45分～）
　講演１「レセプト提出時の留意点」(19時～)　　　　　　　　疋田医院　院長　疋田　茂樹
　講演２「心房細動の診断と治療」(20時～)　 産業医科大学 第二内科学 講師 萩ノ沢　泰司
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･９･４３･８４≫

産医大 ５.１９（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２３０１教室

第４４２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：職業性肺疾患
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･４５･４６≫



◇　平成２７年５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
その他 ５.２１（木）

１８時３０分
ウェルとばた

中ホール

※会費　2000円

第１４４回北九州透析懇話会＜主催：北九州透析医会＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　新王子病院　副院長　筬島　明彦
　講演「一歩先ゆくスキンケア～透析のかゆみからアナタの美白まで～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　札幌皮膚科クリニック　副院長　安部　正敏
　施設紹介「地域医療推進機構　九州病院透析室の現況」
　　　　　　　　　　　　　　　　　地域医療推進機構九州病院　腎臓内科医長　田村　恭久

５.２６（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第546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：『トレシーバ注フレックスタッチ』
　症例発表  　　　　　　　　　　　　　　　  　司会　　九州労災病院　内科　土師　正文
　１.「インスリン強化療法とＧＬＰ－１アナログ製剤の併用療法について」
　 　「ＧＬＰ－１アナログ製剤の長期投与による血中ＢＮＰの改善効果」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本内科クリニック　山本　繁樹
　２.「両側感音性難聴と糖尿病を契機に診断に至ったﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ324A-G変異の一例」
　　　　　　　　　　国立病院機構小倉医療センター　糖尿病・内分泌代謝内科　渡邉　哲博


