
◇　平成２７年７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 ７.３（金）

１８時４５分
総合保健福祉センター

２階　講堂

※会費　500円

第１４回北九州疼痛治療研究会〈共催：北九州疼痛治療研究会、市医師会、ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱〉
　薬剤情報提供
　一般演題（19時～）　　　　　　座長　　北九州総合病院　整形外科　副院長　肱岡　昭彦
　「慢性疼痛・がん性疼痛の当科における集学的治療の取り組み～症例提示を中心に～」
　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　緩和ケア・血液腫瘍科　診療科長　寺田　忠徳
　特別講演（19時30分～）　座長　産業医科大学病院 医療安全管理部 部長(教授)古賀  和徳
　「がん性疼痛、神経障害性疼痛克服のための作用メカニズムに基づく薬剤選択、その選択肢
　　を増やす新薬開発」
　　　　　　国立がん研究センター研究所　がん患者病態生理研究分野　分野長　上園　保仁
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５９･６３･７３≫

７.３（金）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

※会費　500円

第37回北九州糖尿病治療懇話会〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、市薬剤師会、
　　　　　県栄養士会北九州支部、県臨床衛生検査技師会北九州支部、北九州ＣＤＥの会、
　情報提供：ﾋﾄGLP-1ｱﾅﾛｸﾞ注射液(18時45分～)　　　　　　　　　　　ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱〉
　　　　　 　座長　　産業医科大学病院　産業医臨床研修等指導教員　准教授　森田 恵美子
　一般演題１「体重は誰が気にするの？～BMI25以上からみえてくるもの～」（19時～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東和病院　糖尿病センター　外来主任　大土　貴美子
　一般演題２「佐賀大における脂肪肝・ＮＡＳＨ外来に向けての具体的取り組み」
　　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　助教　磯田　広史
　特別講演「脂質異常症や糖尿病に潜む非ｱﾙｺｰﾙ性脂肪肝炎を見落とさないために」(19時40分～)
　　　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部　肝疾患医療支援学講座　教授　江口　有一郎
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２３･７３･７６≫

７.３（金）
１８時４５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19回北九州ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会〈共催：北九州ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会、市医師会、
　製品紹介：関節機能改善剤『アルツディスポ関節注25㎎』　　　　　　　　　科研製薬㈱〉
　一般講演（19時～）「 未　定 」　※３～４題予定
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　司会　　田原整形外科医院・スマート　田原　敬士
　「スポーツ医学：膝半月板治療の手術療法とリハビリテーションの進歩」
　　大阪大学大学院　医学系研究科　健康スポーツ科学講座　スポーツ医学　教授　中田　研
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･５７･６１･６２≫

７.７（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122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㈱〉
　演題１「橋本病による甲状腺眼症の一例」　　　産業医科大学　第一内科学講座　須貝　慧、
　　　                　鳥本 桂一、成澤 学、黒住 旭、新生 忠司、岡田 洋右、田中 良哉
  演題２「McCune-Albright症候群２例」 　　　　    　九州労災病院　小児科　河田　泰定、
     　　　産業医科大学 小児科 斎藤 玲子、後藤 元秀、久保 和泰、川越 倫子、山本 幸代
　演題３「ﾒﾁﾗﾎﾟﾝとﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｼﾞﾝ併用で加療したACTH非依存性ｸｯｼﾝｸﾞ症候群の一例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　三宅　育代
　演題４「当院における甲状腺術後出血症例の検討」
 　やました(甲状腺･副甲状腺)ｸﾘﾆｯｸ　森 佑輔、橘 正剛、横井 忠郎、佐藤 伸也、山下 弘幸
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･７３≫

７.８（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会７月度例会〈共催:北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　水北第一病院　消化器内科　中村　守
　症例検討
　教育講演「腸管スピロヘータ―症について」　　　　水北第一病院　消化器内科　中村　守
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２８･４６･６９･８３≫

７.１０（金）
１９時

ＫＭＭビル
４階 大会議室

※会費　1000円

第３２回北九州肩関節研究会〈共催:北九州肩関節研究会、市医師会、帝人ﾌｧｰﾏ㈱〉
　　　　　　　　　　座長　　済生会八幡総合病院　リハビリテーション技術科　森口　晃一
　レクチャー「肩周囲の筋力とトレーニング」　　　　福岡志恩病院　整形外科　石谷　栄一
　一般演題
　１.「腱板断裂術後の理学療法１」　　　　　　　　　　　 済生会八幡総合病院　田中　彩
　２.「腱板断裂術後の理学療法２」　　　　　　　　　　　　　 福岡志恩病院　原田　伸哉
　３.「投球障害肩の理学療法」　　　　　　　　　　 　　産業医科大学若松病院　吉田　新
　４.「腱板断裂保存の理学療法」　　　　 　　　　しらにた整形外科クリニック　東郷　進
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１５･１９･６１≫

７.１４（火）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ダイヤモンド」

※会費　500円

第２２回心血管病予防研究会〈共催：心血管予防研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
　製品紹介：ω３系脂肪酸製剤『ロトリガ』の臨床効果について
　一般講演　　　　　　　　　　　　　座長　　九州労災病院　脳血管内科部長　荒川　修治
　「急性期脳梗塞における発症時のイコサペント酸/アラキドン酸(EPA/AA)比の検討」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院　脳血管内科　村尾　恵
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　門司掖済会病院　院長　阿部　功
　「脳心血管症予防のための包括的管理」　　帝京大学　臨床研究ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長　寺本　民生
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７３･７５･８２≫

７.１６（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、ｱｯｳﾞｨ合同会社、ｴｰｻﾞｲ㈱〉
　製品紹介：『ヒュミラ』
　講演　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　皮膚科学教室　教授　中村　元信
　１.「乾癬への生物学的製剤の使用と導入について、開業医の立場から」（19時15分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びとう皮膚科クリニック　院長　尾藤　利憲
　２.「関節症性乾癬の最新治療戦略（仮）」（19時45分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１０･６１≫

７.２１（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階

平成27年度第1回北九州ﾌﾞﾛｯｸ胃集検読影従事者講習会・第221回生涯教育講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈共催：市医師会、アボットジャパン㈱〉
　講演　 　　　　　　　　　　　 　座長　　戸畑共立病院　消化器病センター長　宗　祐人
　「早期胃癌に対するＥＳＤの現状（仮）」　　　芦屋中央病院　内科統括部長　高木　靖寛
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１９･５１≫

７.２４（金）
１８時３０分

ステーションホテル小倉 第４８３回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、ＭＳＤ㈱〉
　情報提供：新規不眠症治療『ベルソムラ錠』について
　一般講演（18時45分～） 　 　座長　　産業医科大学　精神医学教室　准教授　新開　隆弘
　「レム関連睡眠時無呼吸の病態と意義」
　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　耳鼻咽喉科　診療科長　北村　拓朗
　特別講演（19時15分～)　　　 　座長　　産業医科大学　精神医学教室　教授　吉村　玲児
　「ＤＳＭ－５時代の不眠症治療～Suvorexantの位置づけについて～」
　　　　　　　　　　　　　秋田大学医学部医学系研究科　精神科学講座　教授　清水　徹男
≪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７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 ７.２６（日）

９時３０分
パークサイドビル
９階 中会議室

※会費　2000円

第１７回実地医家のための糖尿病セミナーin北九州
　　　　　　　　　〈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　　つのだ内科循環器科クリニック　院長　角田　稔
　１.「肥満糖尿病の病態と治療」　　 ＪＣＨＯ九州病院　内分泌代謝内科部長　足立　雅広
　２.「糖尿病性昏睡の病態と治療(仮)」　 北九州市立八幡病院 糖尿病･内分泌内科 中村 寛
　３.「糖尿病性腎症の診断と治療(仮)」　小倉記念病院 糖尿病･内分泌･代謝内科部長 加藤 智子
　GLP-1の使い方（11時40分～）
　ランチョンセミナー（12時20分～）　　　　　　座長　　山名眼科医院　院長　山名　泰生
　「SGTTの基礎的機能とその臨床的意義について」　　　　わきさか内科　院長　脇坂　正則
 　糖尿病なんでも相談・症例提示検討　　  座長　つのだ内科循環器科ｸﾘﾆｯｸ 院長 角田　稔
 　　 　　　　　　　　　　　　　症例提示　　北九州総合病院　内科主任部長　木原　康之
≪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≫

７.３０（木）
１９時

ステーションホテル小倉 北九州市泌尿器科医会・平成２７年度第３回研修会
　　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、日本化薬㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　奥村　幸司
　「進行性膀胱癌の治療」　　　　　北里大学医学部　泌尿器科学　診療准教授　松本　和将
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･６４･８３≫

７.３０（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉

※会費　1000円

第13回北九州皮膚ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患研究会〈共催：北九州皮膚ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患研究会、市医師会、
　薬剤情報提供について　　　　　　　　　　　　協和発酵キリン㈱、レオファーマ㈱〉
　特別講演（19時10分～）　　　　　　座長　　産業医科大学　皮膚科学　教授　中村　元信
　「乾癬慢性病態と外用剤の意義」東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学分野 准教授 山﨑 研志
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１５≫

門　司 ７.１３（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

７.３０（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　　門司メディカルセンター　放射線科主任部長　志多　由孝
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５３≫

小　倉 ７.１６（木）
１９時

ホテルクラウンパレス小倉 第３８２回小倉小児科医会臨床懇話会
　「なぜ今、すべての子どもにＢ型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～」
　　　　　　済生会横浜市東部病院こどもセンター　肝臓消化器部門　担当部長　乾　あやの

７.２９（水）
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、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱〉
　特別講演１　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「過活動膀胱に対するβ3受容体刺激薬の適正使用」門司掖済会病院　泌尿器科部長　山下　博志
　特別講演２　　　　　　　　　　　　　　座長　　天ケ瀬クリニック　院長　天ケ瀬　洋正
　「薬物性肝障害～診断と最近動向～」　　　　帝京大学医学部長　内科主任教授　滝川　一
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･１７･６５･６７≫

八　幡 ７.２（木）
１８時４５分

八幡医師会館
２階 研修室

※会費　300円

第38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：コレステロール吸収阻害剤『ゼチーア錠』話題提供
　症例検討（19時～）　  　司会　　北九州市立八幡病院　循環器内科　統括部長　原田　敬
　講演（19時50分～）　　　　　　　　　　　　　  　司会　　末次医院　院長　末次　文祥
　「HFrEF , HFpEF , そして…（仮）」　北九州市立八幡病院 循環器科主任部長 田中　正哉
　よろず相談コーナー（20時20分～）
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･２４･７４≫

７.１０（金）
１８時４５分

ウェルとばた
多目的ホール

第33回八幡ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ〈共催：八幡ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ、八幡医師会、エーザイ㈱〉
　製品説明：骨粗鬆症治療剤『アクトネル錠75㎎』
　一般演題「 未　定 」　※２題予定
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　  座長　　門司掖済会病院　副院長　原口　和史
　「変形性膝関節症の病態と治療」　　　　　　　　　　二王子温泉病院　院長　古賀　良生
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６１･６２≫

７.１５（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７月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、ｴｰｻﾞｲ㈱〉
　製品紹介：疼痛治療剤『リリカカプセル』
　特別講演　　  　　　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　副院長　内山　明彦
　「きずを早くきれいに治す　日常診療に役立つ創傷処置について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　形成外科主任部長　田崎　幸博
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５６･５７≫

７.１６（木）
１９時

八幡医師会館
３階　視聴覚室

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　三浦医院　院長　三浦　力
　「日本の医療イノベーションはどうなるのか！～新しい医療を患者へ届けるために～」
　　　　　　　　　　　九州大学　先端医療イノベーションセンター　特任教授　杉山　大介
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･７≫

７.２７（月）
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１回心不全ケア研究会〈共催：心不全ケア研究会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉
　レクチャー　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　萩原中央病院　副院長　瀬川　潤
　「当院における心不全診療の実態」　　　　　　北九州市立八幡病院　統括部長　原田　敬
　特別講演（19時30分～）　　　　　　座長　　井手消化器・呼吸器外科医院　井手　誠一郎
　「地域包括ケア時代における心臓リハビリテーションと生理検査（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臼杵医師会立コスモス病院　副院長　舛友　一洋
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･７３･８０≫

７.２８（火）
１８時４０分

八幡医師会館
２階 研修室

第１４１回八幡成人病懇話会〈共催：八幡成人病懇話会、八幡医師会、大日本住友製薬㈱〉
　製品紹介：『アイミクス』の有用性について
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　副院長　山本　英雄
　「糖尿病性網膜症～標準治療と最新治療について～」ＪＣＨＯ九州病院 眼科部長 藤澤 公彦
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７４･７５≫

７.３０（木）
１９時

千草ホテル
別館１階「鶴の間」

※会費　500円

第1回肝疾患合併症を考える研究会<共催:肝疾患合併症を考える研究会,八幡医師会,大塚製薬㈱>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総合司会　　ＪＣＨＯ九州病院　内科　一木　康則
　症例１「難治性腹水の１例（仮）」　　　　　　製鉄記念八幡病院　肝臓内科　山下　尚毅
　症例２「難治性肝性胸腹水の一経験例（仮）」(19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　内科　下野　淳哉
　症例３「難治性腹水におけるデンバーシャントの当院での治療（仮）」（20時～）
　　　　　　 　　　　　　　北九州市立八幡病院　外科/消化器肝臓病センター　野口　純也
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１８･２７･７３≫



◇　平成２７年７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
若　松 ７.１４（火）

１９時
若松区医師会館

大ホール
第１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、大塚製薬㈱、
　製品紹介：『タケキャブ錠』の製品概要について（18時45分～）　　　　武田薬品工業㈱〉
　講演「早期消化管がんの内視鏡診断と治療」（19時～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　副院長・消化器病センター長　宗　祐人
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１≫

７.２４（金）
１９時

若松区医師会館
大ホール

第２回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、サノフィ㈱〉
　製品紹介：選択的ＳＧＬＴ２阻害剤『アプルウェイ錠20㎎』について（18時45分～）
　講演１「 未　定 」(19時～)
　講演２「糖尿病治療Ｕｐ Ｄａｔｅ(仮)」(20時～)
　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　リウマチ・糖尿病内科　松下　幸司
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７３･７６･８４≫

産医大 ７.２１（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０８教室

第４４４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：経口剤によるＣ型肝炎治療
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３･１２≫

その他 ７.２８（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第548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：『トレシーバ注フレックスタッチ』
　症例発表　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　司会　　杉本クリニック　杉本　英克
　１.「 未　定 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小倉第一病院　中村　秀敏
　２.「糖尿病ｹﾄｱｼﾄﾞｰｼｽで入院し安定後、ﾁﾗｰﾁﾞﾝS減量により血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙが改善した１型
　　　糖尿病の１例」　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　園田　浩一朗

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)


