
◇　平成２７年６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 ６.４（木）

１９時
ＴＫＰ小倉シティセンター

６階 小倉ホール

※会費　500円

第31回北九州心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ〈共催：北九州心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ、市医師会、
　薬剤情報提供（18時50分～）　　　　　　　　　　　　　  　　　　トーアエイヨー㈱〉
　一般演題（19時～）　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　くらて病院　山本　雲平
　「当院における高齢心不全患者に対するリハビリテーションの現状」
　　　　　　　　　　　　　　済生会八幡総合病院　リハビリテーション技術科　渡辺　優子
　特別講演（19時20分～）　　　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　折口　秀樹
　「ＣＰＸ以外の運動能評価の意義とそのフィードバックについて」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やわたメディカルセンター　副院長　勝木　達夫
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１２･７３≫

６.４（木）
１９時

ホテルニュータガワ

※会費　500円

第２７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㈱〉
　特別講演１　　　　　　　　座長　　国立病院機構小倉医療センター　副院長　澄井　俊彦
　「当院の制吐薬の現状」
　　　北九州市立医療センター　腫瘍内科・外来化学療法センター　センター長　若松　信一
　特別講演２（19時40分～）　　　座長　　北九州市立医療ｾﾝﾀｰ　外科主任部長　西原　一善
　「低侵襲で安全な膵臓外科を目指して」  九州大学大学院 臨床･腫瘍外科 教授 中村　雅史
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５１･５３･５９≫

６.５（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13回北九州心不全研究会〈共催：北九州心不全研究会、市医師会、ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽ ﾌｧｰﾏ㈱〉
　製品紹介
　特別講演(19時10分～)　　　　　座長　　産業医科大学　第二内科学講座　教授　尾辻　豊
　「新展開を示す高血圧と交感神経（仮）」
　　　　　　　　　　　　　九州大学循環器病未来医療研究センター　特任教授　砂川　賢二
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７４･８２≫

６.１０（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会６月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
      　　司会　　福岡ゆたか中央病院 内科 田畑 寿彦、北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 外科 中野 徹
　症例検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　製鉄記念八幡病院　消化器内科 他
　教育症例「胃内分泌細胞癌」　　　　　　　　　北九州市立医療センター　外科　中野　徹
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･１８･４８･５５≫

６.１１（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」

※会費　500円

第１０回北九州消化管研究会〈共催:北九州消化管研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
　製品情報：『タケキャブ錠』の製品概要について
　一般講演「 未　定 」　　　　　　座長　　産業医科大学病院　内視鏡部部長　芳川　一郎
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　田川病院　内科顧問　前川　隆一郎
　「ＧＥＲＤの病態と新たな治療展開」　　日本医科大学　消化器内科学　教授　岩切　勝彦
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･３･１５≫

６.１２（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

第14回乳癌の画像診断最前線～in Kitakyushu～〈共催:乳癌の画像診断最前線、市医師会、
　製品紹介：造影剤の話題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一三共㈱〉
　特別講演（19時15分～）　　　座長　　北九州市立医療ｾﾝﾀｰ　名誉院長・理事　光山　昌珠
　「乳腺画像診断のtopics～乳がん検診から術前診断まで～知っておくと得する知識」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡県立静岡がんセンター　検査科部長　植松　孝悦
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１５･７３≫

６.１２（金）
１９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21回福岡山口臨床不整脈研究会〈共催：福岡山口臨床不整脈研究会、市医師会、
　製品紹介：抗凝固剤『イグザレルト錠』（18時50分～）　　　　　　バイエル薬品㈱〉
　一般講演（19時～）　　　　　　　　座長　　済生会下関総合病院　循環器科　大村　昌人
　１.「CARTO SOUNDが有用であったファロー四徴症術後VTの１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉記念病院　循環器内科　高麗　謙吾
　２.「３つのサーキットを同定し治療し得た心房内エントリー性頻拍の症例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学病院　循環器内科　河合　俊輔
　３.「胸痛が出現した後心室細動となり、by stander CRPにより救命できた冠攣縮性狭心症
　　　の１例」　　　　　　　　　　　　　　　済生会下関総合病院　循環器科　平野　能文
　特別講演（20時～）　　　　　　座長　　小倉記念病院　循環器内科　副部長　廣島　謙一
　「心房細動におけるｶﾃｰﾃﾙｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝの現況」 横須賀共済病院 副院長･循環器ｾﾝﾀｰ長 高橋 淳
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･９･４３･８４≫

６.１６（火）
１８時３０分

ホテルニュータガワ
新館３階「月華の間」

第482回北九州精神科集談会<共催:県精神科病院協会北九州地区ﾌﾞﾛｯｸ会、北九州精神科医会、
　製品紹介：『トレドミン錠』最近の話題　　　　　　　　　市医師会、旭化成ファーマ㈱〉
　一般講演（19時～）　　　　　座長　　産業医科大学　精神医学教室　准教授　新開　隆弘
　「当院における認知症治療の現状」　　　　　　　　小倉蒲生病院　診療部長　後藤　直樹
　特別講演（19時30分～）　　　　　　　　座長　　第一心療クリニック　院長　門田　一法
　「うつ病の治療ＵＰ　ＤＡＴＥ」　　　　産業医科大学　精神医学教室　教授　吉村　玲児
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫

６.１８（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッドルーム」

6月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉
　製品紹介
　講演(19時15分～)     座長　福岡県臨床皮膚科医会 会長･野見山医院 院長 野見山 朋彦
　「飯塚病院における生物学的製剤による乾癬治療方針」　飯塚病院　皮膚科部長　幸田　太
　特別講演(19時45分～)　　　　　　　座長　　産業医科大学　皮膚科学　教授　中村　元信
　「乾癬の病態から理解する生物学的製剤の治療戦略」
　　　 　東京大学大学院医学系研究科 感覚･運動機能医学講座 皮膚科学　教授　佐藤　伸一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･１３･２６≫

６.１８（木）
１８時５０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４３回北九州小児感染症懇話会・第５１７回北九州地区小児科医会例会
　〈共催：北九州小児感染症懇話会、北九州地区小児科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉
　製品紹介：マクロライド系抗生物質『クラリス』
　一般講演「Proteus mirabilisによる尿路感染症を契機に感染結石を形成した1例」(19時～)
　　　　　　　　北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 小児科 江島 多奉、牧村 美佳、日高 靖文、
　　　　　　　　　　　　　　　　 小児外科 池田 祐子、岡村 かおり、田口 匠平、有馬 透
　特別講演「耳・鼻・のどの感染症～常識と非常識～」(19時30分～)
　　　　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　教授　山中　昇
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２８･３８･３９≫

６.１９（金）
１９時１５分

ホテルクラウンパレス小倉
３階「ダイヤモンド」

第２８０回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会〈共催：北九州耳鼻咽喉科専門医会、市医師会、
　製品紹介：『シダトレン』スギ花粉舌下液　　　　　　　　　　　　　　　鳥居薬品㈱〉
　一般演題（19時30分～）「 未　定 」※２題予定
　特別講演（20時～）　　　　　　　座長　　北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会　会長　鳥居　浩
　「アレルゲンとアレルゲン免疫療法」
　　　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科学　准教授　岡野　光博
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･１９･３９≫



◇　平成２７年６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 ６.２２（月）

１９時
ステーションホテル小倉

５階「飛翔」

※会費　500円

第３回北九州認知症予防研究会〈共催：北九州認知症予防研究会、市医師会、
　情報提供：『ザファテック錠』の有用性について（18時50分～）　　　武田薬品工業㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　西野病院　院長　西野　憲史
　「糖尿病合併症としての認知症」東京医科大学　高齢総合医学分野　主任教授　羽生　春夫
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･７６･８２≫

６.２４（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１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、ファイザー㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　司会　　産業医科大学病院　感染制御部　助教　鈴木　克典
　症例発表「当院におけるＣＲＥ」　　　　　　　小倉記念病院　感染制御部長　宮﨑　博章
　特別講演「心血管系感染症の診療と感染対策」（19時40分～）
　　 　　国立循環器病研究ｾﾝﾀｰ　呼吸器･感染症診療部　医長　感染対策室　室長　佐田　誠
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１３･２８≫

６.２６（金）
１８時３０分

健和会大手町病院

※会費　500円

第6回北九州ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～<共催:北九州ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～、
　情報提供:βﾗｸﾀﾏｰｾﾞ阻害剤配合抗生物質製剤『ｿﾞｼﾝ静注用』　市医師会、大正富山医薬品㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　健和会大手町病院　院長　西中　徳治
　一般演題「 未　定 」(18時45分～)
　特別講演「外傷医療にサイエンスを求めて」　健和会大手町病院　救急科顧問　村田　厚夫
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１０･５７≫

６.３０（火）
１８時５０分

ＫＭＭビル
４階 第３第４会議室

※会費　1000円

第９回北九州スポーツ整形外科研究会〈共催：北九州スポーツ整形外科研究会、市医師会、
　製品紹介：経口弱オピオイド系鎮痛薬『トラマールOD錠』　　　　　　　　ファイザー㈱〉
　特別講演（19時～）　　座長　　産業医科大学若松病院　整形外科　診療教授　内田　宗志
　「スポーツの慢性疼痛に対するカテーテル治療の経験」
　　　　　　　　　　　　江戸川病院　整形外科　運動器カテーテルセンター長　奥野　祐次
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５７･６１≫

門　司 ６.１０（水）
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、大鵬薬品工業㈱〉
　情報提供：『ロンサーフ配合錠』について
　討論会（19時15分～）　　　　　　　　　　　　司会　　新小文字病院　外科　柴田　宗征
　症例発表１「腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術　膨潤TAPP法」　　　門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　松村　勝
　症例発表２～４「未　定」ＪＲ九州病院、門司メディカルセンター、新小文字病院
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･９･１３≫

６.１７（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、ﾋﾞｵﾌｪﾙﾐﾝ製薬㈱、
　薬剤情報提供：『タケキャブ錠』の有用性について　　　　　　　　　武田薬品工業㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　西明内科消化器科医院　院長　西明　真
　１.「プロバイオティクスの可能性～腸内細菌とメタボロミクスの最近の知見～」
　　　　　ビオフェルミン製薬　営業推進部・学術情報グループ　マネージャー　高田　千秋
　２.「明日から役立つ、消化器ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱのup date2015」若宮渡部医院　副院長　渡部　宏嗣
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５２･５３･５４≫

小　倉 ６.１６（火）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「吉祥」

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、杏林製薬㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　一般演題「高齢者に対するフルティフォーム使用例」（19時15分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霧ヶ丘つだ病院　院長　津田　徹
　特別講演「喘息・ＣＯＰＤの診断と治療」（19時30分～）
　　　　　　 名古屋市立大学大学院医学研究科　呼吸器･免疫ｱﾚﾙｷﾞｰ内科　教授　新実　彰男
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･７３･７９≫

６.２５（木）
１９時

市立商工貿易会館 第1回小倉医師会かかりつけ医認知症の会研修会･小倉地区多職種連携研修会合同研修会
　　　　　　　　　　　　　　〈共催：小倉医師会、小倉医師会かかりつけ医認知症の会〉
　「小倉医師会かかりつけ医認知症の会　ホームページについて」
　　　　　　　　　　　　かかりつけ医認知症の会実行委員長　木村医院　院長　木村　喜男
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉医師会　理事　井田　能成
　「認知症ケアの倫理～日常ケアに潜む倫理的問題に気づく～」
　　　東京大学大学院医学系研究科医療倫理学分野客員研究員　箕岡医院　院長　箕岡　真子
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･２９･８０≫

６.２５（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３８１回小倉小児科医会臨床懇話会
　１.「発達障害外来診療の現状と課題」 北九州市立総合療育センター　小児科　鈴木　聖子
　２.「学校での不適切な対応から、発達障害を抱える子どもを守るには」
              　　　　　　　　　　　　北九州市立総合療育センター　小児科　河野　義恭

八　幡 ６.９（火）
１８時４５分

ホテルクラウンパレス北九州 八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、久光製薬㈱〉
　製品紹介：『ネオキシテープ』について
　講演（19時～）　　　　　　　　　座長　　さとうレディスクリニック　院長　倉島　雅子
　「女性の排尿障害について～女性下部尿路症状診療ガイドラインの紹介～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　泌尿器科部長　原野　正彦
　特別講演（19時40分～）　　　　　　座長　　大塚産婦人科クリニック　院長　大塚　治夫
　「北九州における口唇口蓋裂の支援ネットワークの紹介」
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立総合療育センター　元歯科部長　武田　康男
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２≫

６.１１（木）
１９時

千草ホテル
本館２階「光琳の間」

八幡小児科医会６月例会〈共催：八幡小児科医会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱、ﾌｪﾘﾝｸﾞ･ﾌｧｰﾏ㈱〉
　製品紹介：夜尿症用剤『ミニリンメルトＯＤ錠』
　特別講演（19時10分～）　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　綾部医院　綾部　信彦
　「外来診療でよく遭遇する小児腎疾患～夜尿症と学校検尿について～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　小児科　助教　森下　高弘

６.１７（水）
１９時

八幡医師会館
３階　視聴覚室

八幡臨床外科医会学術講演会６月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、
　製品紹介：『アフィニトール５㎎錠』　　　　　　　　　　　　　　　　ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱〉
　特別講演（19時15分～）　　　　　　　　　  座長　　有吉クリニック　院長　有吉　俊一
　「知っているようで知らない乳癌診療のﾄﾋﾟｯｸｽ」　島田乳腺･外科ｸﾘﾆｯｸ　院長　島田　和生
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２４･２５≫

６.１８（木）
１８時４５分

千草ホテル
別館１階「鶴の間」

６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、小野薬品工業㈱〉
　薬剤情報提供：２型糖尿病治療剤『グラクティブ錠100･50･25･12.5㎎』ご紹介
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　　　　　　座長　　重森医院　院長　重森　宏敬
　「高齢者糖尿病患者の治療の実際～認知症も踏まえて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一内科学　学内講師　森　博子
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６３･６７≫



◇　平成２７年６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
八　幡 ６.２４（水）

１９時
ホテルクラウンパレス北九州

※会費　500円

八幡認知症研究会講演会〈共催：八幡認知症研究会、八幡医師会、エーザイ㈱〉
　製品紹介：アルツハイマー・レビー小体型認知症治療薬『アリセプト』最近の話題
　症例検討（19時10分～）　　　　　　　　　　　　　座長　　折尾病院　院長　原賀　憲亮
　「 未　定 」　　　　　　　　　　　　　八幡医師会　訪問看護ステーション　若杉　麻紀
　講演（19時30分～）　　　　　　　　　座長　　原内科循環器科クリニック　院長　原　洋
　「レビー小体型認知症の最近の知見について～DaT scanとMIBG心筋シンチの関係を中心に～」
　　横浜新都市脳神経外科病院　内科　認知症診断センター部長
　　　　　　　　　　　　　　　藤田保健衛生大学　救急総合内科　客員准教授　眞鍋　雄太
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･２９･８４≫

産医大 ６.１０（水）
１９時

産業医科大学２号館
２２０１教室

※会費　500円

第３７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〉
　ｺｱﾚｸﾁｬｰ「肝障害/不全と腎障害/不全と抗菌化学療法について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　症例検討「腎不全患者に生じた感染症に対する抗菌化学療法など」
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･２８･３２･４３≫

６.１２（金）
１９時

ホテルクラウンパレス北九州
「サファイアルーム」

※会費　500円

第２７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、大塚製薬㈱〉
　情報提供：『サムスカ錠』について（18時50分～）
　症例検討「未　定」（19時～）　　座長　　産業医科大学　第二内科学　講師　園田　信成
　教育症例「心臓弁膜症外科治療の現況」（19時20分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　心臓血管外科　准教授　西村　陽介
　特別講演（19時50分～）　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第二内科学　尾辻　豊
　「血管から見た心腎連関」
　　　　　鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　心臓血管・高血圧内科学　教授　大石　充
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･４５･７４≫

６.１６（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０１教室

第４４３回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉
　「トルバプタンによる多発性嚢胞腎の治療」
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･６７･８４≫

その他 ６.２３（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第547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：持続性選択的DPP-Ⅳ阻害剤『ザファテック錠』の血糖低下作用につきまして
　症例発表　　　　　　　　　  　　司会　　製鉄記念八幡病院　糖尿病内科部長　野原　栄
　１.「糖尿病患者の筋力の推移」 製鉄記念八幡病院　リハビリテーション部　池永　千寿子
　２.「糖尿病網膜症を認める蛋白尿及び腎機能障害を認めた２型糖尿病患者の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　糖尿病内科　主任医長　井元　博文

６.２７（土）
１８時３０分

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ダイヤモンド」

第３８回福岡大学医学部同窓会『烏帽子会』北九州支部 総会・記念学術講演会
　　　　　　　　　　　　　　　＜主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部＞
　総会（18時～）
　記念学術講演会（18時30分～）
　　　 座長　　福岡大学医学部 再生･移植医学講座、応用再生医療開発講座 教授 小玉 正太
　「 未　定 」　　　　　　　　　　　　　　福岡大学病院　総合診療部　教授　鍋島　茂樹

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)


