
◇　平成２７年９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 ９.２（水）

１９時
リーガロイヤルホテル小倉

３階「オーキッド」
第18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SGLT2阻害剤『スーグラ錠』について　　 　　　 　アステラス製薬㈱〉
　特別講演（19時15分～)　　　　　　　　　　 　座長　　小倉第一病院　院長　中村　秀敏
　「糖尿病性腎症の新規治療標的の解明を目指して」
　　　　　　　　　　　　　　　　　滋賀医科大学　医学部　医学科　特任教授　久米　真司
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･７３･７６≫

９.３（木）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

脳卒中ＵＰ ＤＡＴＥ～福岡県内科医会北九州ブロック学術講演～
　　　　　　〈共催：日本脳卒中協会、県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、大塚製薬㈱〉
　講演１　　　　　　　　　　　　　　座長　　九州労災病院　脳血管内科部長　荒川　修治
　「抗血栓薬の服薬継続の必要性と出血合併症の回避について（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　脳卒中・神経センター長　藤本　茂
　講演２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉記念病院　院長　永田　泉
　「脳卒中治療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2015に基づいたﾘｽｸ因子の管理と抗血小板療法（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　国立循環器病研究センター　脳血管内科部長　豊田　一則
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･３２･３４･７８≫

９.３（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４回研修会
　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　泌尿器科学　教授　藤本　直浩
　「前立腺癌診療におけるＭＲＩとＰＥＴの最近の話題」
　　　　　　　　　兵庫医科大学　放射線医療ｾﾝﾀｰ　核医学･PET診療部　准教授　北島　一宏
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･９･１５≫

９.４（金）
１９時

ステーションホテル小倉

※会費　1000円

第251回北九州整形外科医会〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉
　製品紹介：骨粗鬆症治療剤『ボンビバ静注１㎎シリンジ』
　　　　　　　　　　　　座長　　国立病院機構小倉医療センター　整形外科医長　清水　敦
　一般演題「 未　定 」
　特別講演「ﾌﾟﾛｻｯｶｰのTeam Physicianの挑戦～勝利に貢献する整形外科医を目指して～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　八王子スポーツ整形外科　スポーツ診療部長　白石　稔
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･１１･５７≫

９.４（金）
１８時３０分

ホテルニュータガワ
３階「月華」

第484回北九州精神科集談会<共催:北九州精神科医会、県精神科病院協会北九州地区ﾌﾞﾛｯｸ会、
　製品紹介：セロトニン再取り込み阻害薬『ジェイゾロフト』　　市医師会、ファイザー㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　精神医学教室　教授　吉村　玲児
　「高齢者の抑うつについて」　　　熊本大学医学部付属病院　神経精神科　講師　藤瀬　昇
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫

９.４（金）
１８時５０分

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９回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、
　　　　　　第一三共㈱、帝人在宅医療㈱、ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社、ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ九州㈱〉
　情報提供：『レザルタス錠』血圧日内変動パターン別の降圧効果
　基調講演（19時～）　　　　　　　　　　　　　座長　　霧ヶ丘つだ病院　院長　津田　徹
　「慢性心不全患者における睡眠時無呼吸と心臓形態および機能の違い（仮）」
　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　循環器内科・腎臓内科　診療科長　春木　伸彦
　特別講演（19時30分～）　　　　　　座長　　産業医科大学　第二内科学　教授　尾辻　豊
　「循環器疾患診療における睡眠時無呼吸障害のトピックス（仮）」
　　　　　　　　九州大学病院　睡眠時無呼吸センター　センター長　特任教授　安藤　真一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２０･４５･７３≫

９.４（金）
１８時５０分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

※会費　500円

第39回北九州ｼｮｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〈共催：北九州ｼｮｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、日本血液製剤機構〉
　一般講演「 未　定 」※２～３題予定
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　麻酔科　教授　川﨑　貴士
　「救急クリニックという新たな医療形態」　　　　　川越救急クリニック　院長　上原　淳
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･４４･５７≫

９.８（火）
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１回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉
　１.「介護保険制度・介護認定について」
　　　　　　　　　　　　　　北九州市保健福祉局介護保険課認定審査係　係長　濵田　龍一
　２.「今、医療・介護・地域で起こっている事～地域包括ケアシステムを見据えて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市医師会　高齢社会対策担当理事　手島　久文
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･１３･８０≫

９.９（水）
１８時４５分

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2回北部福岡感染症研究会〈共催:北部福岡感染症研究会､市医師会､県臨床衛生検査技師会、
　情報提供：『グレースビット』の有効性と安全性について　　　　　　　　　第一三共㈱〉
　症例発表「テーマ：興味ある感染症」（19時～）
　特別講演（19時40分～）　 　　 　座長　　産業医科大学病院　小児科　教授　楠原　浩一
　「これであなたも肺炎診療ｴｷｽﾊﾟｰﾄ」 　福岡大学病院　呼吸器内科　診療教授　藤田　昌樹
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２８･４５･４７≫

９.９（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会９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、産業医科大学　第一外科学　柴尾　和徳
　症例検討
　教育講演「胃粘膜下腫瘍」　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一外科学　柴尾　和徳
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２２･４９･５０･５１≫

９.１０（木）
１９時

ホテルアルモニーサンク
２階

平成27年度第2回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肝臓がん検診従事者講習会･第91回北九州肝腫瘍研究会
　情報提供　　　　　　　　　　〈共催：北九州肝腫瘍研修会、市医師会、味の素製薬㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　小倉記念病院　外科　田中　明
　１.「肝細胞癌術後のC型肝炎SVR獲得後に来した異時性ﾘﾝﾊﾟ節転移に対してﾘﾝﾊﾟ節摘出術を
　　　施行し得た長期無再発生存例の1例」
　　　　　　　　　　　　　　 北九州市立八幡病院　消化器・肝臓病ｾﾝﾀｰ/外科　上原　智仁
　２.「AFP上昇が持続し診断に苦慮した肝細胞癌の1例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　肝臓内科　大穂　有恒
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１５･２７≫

９.１０（木）
１８時４５分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

※会費　500円

第１４回北部福岡臨床救急セミナー〈共催：北部福岡臨床救急ｾﾐﾅｰ、市医師会、鳥居薬品㈱〉
　製品紹介：注射用『フサン』
　教育講演　　　　　　　　　座長　　北九州総合病院　救命救急ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長　長嶺　貴一
　１.「 未　定 」　北九州総合病院　　　　２.「 未　定 」　新行橋病院
　特別講演（19時30分～）　　　　　　　　　　座長　　北九州総合病院　院長　永田　直幹
　「原発事故と震災からの経験～被災地で見えてきた課題～」
　　　　福島県立医科大学　副学長・ふくしま国際医療科学ｾﾝﾀｰ　総括副ｾﾝﾀｰ長　谷川　攻一
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･５･１５･１６≫



◇　平成２７年９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 ９.１１（金）

１９時
ステーションホテル小倉

５階「飛翔の間」

※会費　500円

第38回北九州糖尿病の集い<共催:北九州糖尿病の集い、北九州糖尿病療養指導士認定委員会、
　製品紹介：速攻型ｲﾝｽﾘﾝ分泌促進剤『シュアポスト錠』　　市医師会、大日本住友製薬㈱〉
　特別講演（19時10分～）　　　　　　　　座長　　横溝内科クリニック　院長　横溝　由史
　「2型糖尿病の病態と治療戦略」富山大学大学院医学薬学研究部 内科学第一講座 教授 戸邉 一之
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０・２３･７６≫

９.１１（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118回北九州外科研究会〈共催：北九州外科研究会、市医師会、科研製薬、ファイザー㈱、
　製品紹介：癒着防止吸収性バリア『セプラフィルム』　　　　　　　　　　㈱ヤクルト本社〉
　１.「胃に穿破したＩＰＭＮの1切除例」　　　　　　　　    九州労災病院　倉田　加奈子 他
　２.「腹腔鏡下脾臓摘出後に発症した横隔膜ﾍﾙﾆｱの1例」 産業医科大学 第一外科 新田 拳助 他
　３.「腫瘍様病変を伴った胆管拡張症の1例」　　北九州市立医療センター　外科　岐部　晋
　４.「好酸球性胆嚢炎の1例」　　　　　　　　　　　　　ＪＲ九州病院　外科　大山　康博 他
　５.「ホスホグリセライド結晶沈着症の1例」　　　　　北九州総合病院　外科　大場　拓哉
　※他８題予定
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･２７･５１･５３≫

９.１５（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

平成27年度第1回北九州ﾌﾞﾛｯｸ大腸がん検診従事者講習会･第222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　　望月胃腸クリニック　院長　望月　祐一
　「大腸鋸歯状病変の病理診断と臨床的意義」
　　　　　　　　　　　　順天堂大学大学院医学研究科　人体病理病態学　教授　八尾　隆史
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１２･５３≫

９.１８（金）
１９時

パークサイドビル
９階 大会議室

※会費　500円

平成27年度第2回北九州ﾌﾞﾛｯｸ肺がん検診従事者講習会･第98回北九州肺縦隔疾患研究会
　　　　　　　　　　　　　　〈共催：北九州肺縦隔疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉
　ミニレクチャー　　　　　　　　司会　　製鉄記念八幡病院　呼吸器内科部長　今永　知俊
　「非小細胞肺がん化学療法最近のﾄﾋﾟｯｸｽ」　製鉄記念八幡病院 呼吸器内科医長 中垣　憲明
　特別講演　　　　　　　　　　　司会　　麻生飯塚病院　呼吸器腫瘍内科部長　海老　規之
　「肺癌に対する体幹部定位照射の現状」
　　　　　　　　　　　広島大学大学院医歯薬保健学研究院　放射線腫瘍学　教授　永田　靖
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４４･４５≫

９.１８（金）
１８時３０分

小倉医師会館
４階第２会議室

第３０７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、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉
　症例検討
　ミニレクチャー「異物の画像診断」　　　　済生会八幡総合病院　放射線科　野見山　弘行
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８４≫

９.１８（金）
１９時

ホテルニュータガワ
２階「雅」

第74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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーシービージャパン㈱〉
　症例検討（19時10分～）
　１.「難治てんかんの原因と対応」　　　　　 　　　　産業医科大学　小児科学　川村　卓
　２.「脳波から診断できた症例」　　　 北九州市立総合療育センター　小児科　鈴木　聖子
　３.「結節性硬化症の治療選択」　　　　　　　 　ＪＣＨＯ九州病院　小児科　芳野　三和
　レクチャー「小児てんかんの診断と治療」　産業医科大学　小児科学　准教授　下野　昌幸
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･９･３５≫

９.２５（金）
１９時

ホテルクラウンパレス小倉
３階「ダイアモンド」

※会費　500円

第24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,
　　　　　　　　　　　　　　県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、ＭＳＤ㈱、参天製薬㈱>
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　坂本眼科医院　副院長　栗原　亜津砂
　一般演題「当院における高齢者１型糖尿病の実態～症例と治療上の問題～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新小倉病院　糖尿病センター長　藤本　良士
　特別講演「糖尿病網膜症の病態と治療を考える」（19時30分～）
　　　　　　　　　　　　　北海道大学大学院医学研究科　眼科学分野　准教授　野田　航介
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･３６･７６≫

９.２５（金）
１８時５０分

リーガロイヤルホテル小倉

※会費　開業医3000円
　　　　勤務医1000円

第281回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会〈共催：北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会、市医師会〉
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会　会長　鳥居　浩
　一般演題（19時30分～）
　１．「中耳グロース腫瘍の２例」ＪＣＨＯ九州病院　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　梅野　好啓
　２．「顔面神経減荷術の治療成績」  産業医科大学　耳鼻咽喉科・頭頸部外科　池嵜　祥司
　特別講演「耐性菌時代の抗菌薬適正使用」（20時～）
　　　　　　　　　　  　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)…２･９･８４≫

９.２８（月）
１９時

市立商工貿易会館 第１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
　説明報告１「平成２６年度乳幼児健診等結果について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市子ども家庭局　子ども家庭部　子育て支援課
　説明報告２「ペリネイタルビジット及びハローベビーサポート北九州の実施報告」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市医師会　理事　田中　正章
　講演「妊産婦のメンタルヘルスと子どもの発達の予後」
　　　　　　　九州大学病院　子どものこころの診療部　副診療部長・特任教授　吉田　敬子
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･５･１４≫

９.２９（火）
１８時３０分

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

第7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、
　　　　市薬剤師会、市医師会、県臨床衛生検査技師会、KRICT、杏林製薬㈱ﾍﾙｽｹｱ事業本部〉
　製品紹介：環境除菌・洗浄剤『ルビスタ』
　セミナー（18時40分～）　　　　　　　座長　　北九州市立八幡病院　副院長　伊藤　重彦
　１.「どこが違うの？保菌と感染」　　　　　 産業医科大学病院　感染制御部　鈴木　克典
　２.「どこまでするの？病院の接触感染対策」　 門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　ＣＮＩＣ　下津　武津美
　３.「どこまで出来るの？介護施設の感染対策」北九州市立八幡病院　ＣＮＩＣ 中川　祐子
　４.「統括発言～講演内容を振り返って～」　　 北九州市保健福祉局　医務監　松本　哲朗
　感染対策Ｑ＆Ａ　　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･１３≫

９.３０（水）
１８時４５分

八幡医師会館
３階 視聴覚室

※会費　500円

第7回北九州ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～<共催:北九州ER～Critical Care Conference～、
　情報提供：献血ノンスロン注射用　　　　　　　　　　　　　　　　　　市医師会、日本製薬㈱〉
　一般演題（19時～）　　　　　座長　　北九州総合病院　救命救急センター長　長嶺　貴一
　１.「絞扼性イレウスの一例」　　　　　　　　　 北九州市立八幡病院　外科　野々村　遼
　２.「セロトニン症候群の一例」　　　　　　　　 産業医科大学病院　救急部　穴井　玲央
　特別講演（19時30分～）　　座長　北九州市立八幡病院　救命救急センター長　伊藤　重彦
　「敗血症とせん妄」　　山口大学医学部付属病院　先進救急医療ｾﾝﾀｰ　ｾﾝﾀｰ長　鶴田　良介
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･１９･３２≫



◇　平成２７年９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
門　司 ９.３（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　　ＪＲ九州病院　消化器内科主任医長　光岡　浩志
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５３≫

９.８（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：経口そう痒症改善剤『レミッチカプセル2.5㎍』
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　田代クリニック　院長　田代　道良
　「肝胆膵疾患の外科治療　内視鏡外科の現況を中心に」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ九州病院　消化器外科主任医長　髙畑　俊一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･９･１０≫

９.１４（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

９.１６（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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ㈱、
　製品紹介：経口Fxa阻害剤『エリキュース錠』　　　　　　　　　　　　　　ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　一安医院　院長　一安　弘文
　「一般内科クリニックでできる・患者の運命を分ける循環器診療のポイント」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第二内科学学内講師　荻ノ沢　泰司
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４３･７３･７８≫

小　倉 ９.２４（木）
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、バイエル薬品㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　座長　　たまき腎クリニック　院長　玉置　清志
　「慢性腎臓病のリン管理：リン制限をいつ始めるべきか」
　　　　　　自治医科大学　分子病態治療研究センター　抗加齢医学研究部　教授　黒尾　誠
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･７３･８２･８４≫

９.２４（木）
１９時

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３８３回小倉小児科医会臨床懇話会
　「福祉事業を活用した療育施設専門職ﾁｰﾑによる小児等在宅医療推進の取り組み～実践例を
　　通じて～」北九州市立総合療育ｾﾝﾀｰ 地域支援室室長 横田 信也、理学療法士 相良 美和子、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作業療法士　三木　美樹、志垣　百合子

９.２８（月）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

小倉医師会･小倉医師会学校医会 合同講演会〈共催：小倉医師会、小倉医師会学校医会〉
　講演「あなたはぐっすり眠れていますか？子どもから大人までの睡眠のすべて～より良い
　　　　自分の睡眠のために～（仮）キーワード：睡眠・学力・不眠・ｽﾄﾚｽ・生徒・教師・
　　　　医師・学校・社会」　　　久留米大学医学部　神経精神医学講座　教授　内村　直尚
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２０･８２･８４≫

八　幡 ９.３（木）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

※会費　500円

第4回ほばしら内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〈共催：ほばしら内科ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、八幡内科医会、八幡医師会、
　話題提供：DPP-4阻害薬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＭＳＤ㈱〉
　症例検討（19時5分～）　　　　　　　　　　　 司会　　北九州市立八幡病院　末永　章人
　１.「利尿剤使用に伴う高尿酸血症の治療」　　　　 北九州市立八幡病院　太﨑　博美　他
　２.「嚥下障害で受診した高齢者の一例」　　　 　北九州市立八幡病院　川口　浩太郎　他
　ショートレクチャー（19時50分～）　　　　　　　　司会　　むた医院　院長　牟田　米子
　「臨床に役立つ超音波～風邪、下痢、熱にすぐエコー～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長村医院・北九州市立八幡病院　馬場　三男
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･１５≫

９.１５（火）
１９時

千草ホテル
本館２階「光琳の間」

八幡産婦人科医会･小児科医会合同学術講演会〈共催:八幡産婦人科医会、八幡小児科医会、
　製品紹介：『ノルレボ錠』について　　　　　　　　　　　　　　　　　　あすか製薬㈱〉
　特別講演（19時20分～）　　　　　座長　　産業医科大学　産婦人科学　教授　蜂須賀　徹
　「子宮の中の世界～表情の起源～」　　　長崎大学　医学部　産婦人科　教授　増崎　英明
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･６６≫

９.１６（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9月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉
　製品紹介：『ネキシウムカプセル』の有用性と安全性について
　特別講演（19時10分～）　　　座長　　北九州市立八幡病院　外科主任部長　木戸川　秀生
　「地域医療における酸関連疾患治療の変遷」　　嶋田病院　内視鏡センター長　橋本　一利
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･５２≫

９.１７（木）
１８時５０分

千草ホテル
本会２階「光琳の間」

八幡内科医会学術講演会9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：持続性選択的DPP4阻害剤『ザファテック錠』の投与意義
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　座長　　まつもと内科クリニック　院長　松元　茂
　「逆流性食道炎の治療戦略～これまでとこれから～」
　　　　　　　　　　　　　　　洛和会音羽病院　副院長　消化器病センター所長　蘆田　潔
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４９･５１≫

戸　畑 ９.２９（火）
１９時

戸畑医師会医療センター 戸畑区内科医会学術講演会〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会〉
　講演「慢性的な痛みや痺れに対する薬物療法の再考～整形外科医の立場から～」
　　　　　　　　　　　　　　　　九州労災病院　整形外科　第二脊椎外科部長　今村　寿宏
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･６３･７３≫

産医大 ９.１１（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２８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（18時50分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　産業医科大学病院 腎ｾﾝﾀｰ 診療教授　田村　雅仁
　症例検討「未　定」（19時～）　教育症例「未　定」（19時20分～）
　特別講演（19時50分～）　　　　　　座長　　産業医科大学　第二内科学　教授　尾辻　豊
　「糖尿病管理の現状と将来展望」　　　　　川崎医科大学　内科学　特任教授　加来　浩平
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･７３･７６≫

９.１５（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０８教室

第４４５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：神経核内封入体病
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３･１２≫

その他 ９.２９（火）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

北九州糖尿病研究会第550回記念講演会〈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㈱〉
　製品紹介：持効型インスリンアナログ製剤『トレシーバ注フレックスタッチ』
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　横溝内科クリニック　院長　横溝　由史
　講演「北九州糖尿病研究会550回の歩み」　　　　　　　　　 北九州湯川病院　小串　俊雄
　特別講演「２型糖尿病の病態解明と治療の新展開」（19時15分～）
　　　　　　　　　　　　山口大学大学院医学系研究科　病態制御内科学　教授　谷澤　幸生



◇　平成２７年９月分市医及び各区講演会一覧表　◇


