
◇　平成２７年１０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 １０.５（月）

１９時
市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

第１回北九州ワクチンフォーラム<共催:北九州地区小児科医会,市医師会,田辺三菱製薬㈱>
　製品紹介：水痘ワクチン
　特別講演（19時15分～)　　　 　座長　　産業医科大学　小児科学教室　教授　楠原　浩一
　「ワクチンの基礎と新興感染症」　　　　　　　　　　　大阪大学　名誉教授　上田　重晴
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１２≫

１０.８（木）
１８時５０分

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３回北九州脈管と血栓塞栓症研究会〈共催：北九州血栓塞栓症研究会、市医師会、
　薬剤情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バイエル薬品㈱〉
　一般講演（19時～）　　　座長　　JCHO九州病院　循環器科　健康診断部部長　宮田　健二
　「多臓器塞栓症を併発した多発性大動脈内血栓症の症例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚病院　循環器内科　診療部長　中池　竜一
　「心房中隔欠損に伴う奇異性脳塞栓症の症例」　　九州労災病院　脳血管内科　村谷　陽平
　特別講演（19時40分～）　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「ＤＯＡＣ療法に役立つ凝固学」　　　北海道医療大学歯学部内科分野　教授　家子　正裕
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１･７３･７８≫

１０.１０（土）
１８時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

※会費　懇親会2000円
　　　　懇話会2000円

北九州ブロック眼科（秋）懇話会・懇親会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉
　講演「白内障診療ステップアップ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　筑波大学医学医療系眼科　教授　大鹿　哲郎
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１･７３･７８≫

１０.１４（水）
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９回排泄ケアを考える会〈共催：排泄ｹｱを考える会、市医師会、筑豊ﾌﾞﾛｯｸ医師会、
　製品紹介：過活動膀胱治療薬『トビエース錠』　　　　　　　　　　　　　　ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉
　一般講演「 未　定 」（19時5分～）
　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　泌尿器科部長　松本　博臣(予定)
　特別講演「認知症と排泄ケア」（19時30分～）
　　　　　　東邦大学医療センター佐倉病院　内科学講座　神経内科学　准教授　榊原　隆次
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６５≫

１０.１４（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会１０月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　　　　　　　　　　　　　司会　　おんが病院　消化器内科　矢田　親一朗、
　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　消化器・一般外科　中山　善文
　症例検討「未　定」
　教育講演「成人腸回転異常症を伴った結腸癌の２例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　消化器・一般外科　中山　善文
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･２５･５１･５３≫

１０.１５（木）
１９時２０分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」

北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、マルホ㈱〉
　製品紹介：尋常性ざ瘡治療剤『べピオゲル2.5％』
　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
　「炎症性にきびの発症機序と治療標的」　浜松医科大学　皮膚科学講座　教授　戸倉　新樹
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１９･２６≫

１０.１６（金）
１８時３０分

八幡医師会館
２階 研修室

第３０８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「結核症の画像診断」　　　　　　　　 ＪＣＨＯ九州病院　放射線科　井上　公代
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２１･４５･４６･５０≫

１０.２２（木）
１９時

ホテルニュータガワ 北九州市泌尿器科医会・平成２７年度第５回研修会
　　　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、大塚製薬㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　泌尿器科学　准教授　濱砂　良一
　「多発性嚢胞腎の最新治療」 杏林大学医学部 多発性嚢胞腎研究講座 特任教授 東原　英二
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１２･５９･７４≫

１０.２２（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」

１０月度北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、中外製薬㈱〉
　薬剤情報提供：抗悪性腫瘍剤　ＢＲＡＦ阻害剤『ゼルボラフ錠』
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　産業医科大学　皮膚科学　教授　中村　元信
　「State of the art melanoma 2015 in autumn」
　　　　　　　　　　　　　　国立がん研究センター中央病院　皮膚腫瘍科科長　山﨑　直也
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･２５･２６≫

１０.２６（月）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

第１回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、北九州市〉
　報告「市保健所の医療安全相談コーナーについて」　　　　　　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
　「佐賀大学におけるＡｉセンターの取り組み」
　　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部附属病院　Ａｉ認定診療放射線技師　北村　茂利
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･７･８≫

１０.２７（火）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ダイアモンド」

※会費　500円

第９回北九州肺高血圧症アーベント〈共催：北九州肺高血圧症ｱｰﾍﾞﾝﾄ、市医師会
　製品紹介：ｵﾌﾟｽﾐｯﾄ錠10㎎/ﾄﾗｸﾘｱ錠62.5㎎　　　　　　　ｱｸﾃﾘｵﾝﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱〉
　症例発表（19時10分～）　　座長　　北九州市立八幡病院　循環器科　副院長　太﨑　博美
　「 未　定 」※２題予定
　特別講演（19時50分～）　　　　座長　　産業医科大学　第一内科学　准教授　齋藤　和義
　「膠原病性肺動脈性肺高血圧症の早期診断・早期治療」
　　　　　　　　　聖路加国際病院　Immuno-Rheumatology Center　センター長　岡田　正人
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･４５･７３≫

１０.２９（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」

福岡県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ学術講演会〈共催：県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、
　製品紹介：13価肺炎球菌　結合型ワクチン『プレベナー１３』　　　　　　ファイザー㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　　高野内科クリニック　院長　高野　健太郎
　「高齢者肺炎の治療と予防戦略２０１５～肺炎球菌ワクチン接種の考え方を踏まえて～」
　　　　　　　　　　　　　大分大学医学部　呼吸器・感染症内科学講座　教授　門田　淳一
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１３･４５≫

１０.３１（土）
１５時３０分

リーガロイヤルホテル小倉
４階「エメラルド」

※会費　500円

第３０回北九州リハビリテーション医会〈共催：北九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医会、市医師会、
　情報提供：経口FXa阻害剤『ｴﾘｷｭｰｽ錠』　　　　　　　　　ファイザー㈱、ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　北九州大腿骨近位部骨折地域連携ﾊﾟｽ協議会・北九州脳卒中地域連携ﾊﾟｽ協議会（15時～）
　特別講演１「産業医学とリハビリテーション」（15時30分～）
　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　リハビリテーション医学講座　教授　佐伯　覚
　特別講演２「リハビリテーション医学と社会」（16時15分～）
　　　　　　　　　　　　昭和大学医学部　リハビリテーション医学講座　教授　水間　正澄
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０・１３≫



◇　平成２７年１０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
門　司 １０.１３（火）

１８時３０分
門司区医師会館

３階 講堂
第１回門司区医師会医療安全研修会〈主催：門司区医師会〉
　講演「エボラ出血熱・ＭＥＲＳの現状と疑似患者来院時の対応について」
　実習「疑似患者対応シュミレーション」
　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　副院長・救命救急センター長　伊藤　重彦
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１･２８≫

１０.２１（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、小野薬品工業㈱〉
　一般講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　長田医院　院長　島　留美
　「糖尿病患者のシックデイ対応～糖尿病治療薬の調整を含めて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門司掖済会病院　内科　北岡　千恵
　特別講演（19時30分～）　　　　　　　　　座長　北九州市立門司病院　院長　廣瀬　宣之
　「間質性肺炎の診断と治療～基本から最新の話題まで～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学病院　呼吸器科　助教　濵田　直樹
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･７３≫

小　倉 １０.１５（木）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

第３８回小倉医師会医療安全シンポジウム〈主催：小倉医師会〉
　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「テーマ：感染症対策について（仮）」　　　座長　林田病院　院長　林田　信彦
　　　　　　　   新栄会病院　岩本　廣満、国立病院機構小倉医療センター　尾上　泰弘、
　　　　　　　 　北九州総合病院　感染対策チーム（ICT）感染管理認定看護師　山中　直子
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･８･１１≫

１０.２９（木）
１９時

＜日程変更＞

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 第３８４回小倉小児科医会臨床懇話会
　１.「診断に難渋した腎腫瘍の一例」　　 北九州市立医療センター　小児外科　小宮　和音
　２.「当科における先天性胆道拡張症のまとめ～特に初発症状について～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　小児外科　近藤　琢也

八　幡 １０.８（木）
１９時

千草ホテル
別館２階「ルミネスタ」

八幡小児科医会１０月例会〈共催：八幡小児科医会、田辺三菱製薬㈱〉
　情報提供：選択的H1受容体拮抗薬『タリオン錠』
　特別講演「花粉症治療における最新の話題～舌下免疫療法･経口腸管免疫療法･抗ﾋｽﾀﾐﾝ療法～」
　（19時15分～）　　　　　　　　九州大学病院　耳鼻咽喉・頭頸部外科　講師　澤津橋　基広

１０.８（木）
１９時

ホテルクラウンパレス北九州
１階「サファイアルーム」

※会費　500円

第１１回八幡循環器疾患地域連携協議会～八幡心疾患連携の会～
　　　　〈共催:八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡医師会、帝人ﾌｧｰﾏ㈱、帝人在宅医療㈱〉
　製品紹介：『PULSOX-Me300』
　一般演題（19時10分～）　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　循環器科部長　毛利　正博
　「３０代で３度の脳卒中を発症した重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　遠賀中間医師会おんが病院　循環器内科部長　吉田　哲郎
　特別講演（19時30分～）
　「心不全は“身”不全であり、でも「心」不全である～まだできる・もっとよくなる～」
　　　九州大学循環器病未来医療研究ｾﾝﾀｰ　未来心血管治療学共同研究部門部門長　岸　拓弥
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･４３･８４≫

１０.９（金）
１８時４５分

ＪＣＨＯ九州病院
別館４階 講堂

※会費　500円

第34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、第一三共㈱〉
　情報提供：『プラリア』に関する最新の知見
　　　　　　　　　座長　　製鉄記念八幡病院　リハビリテーション部　技師長　小柳　靖裕
　一般演題「当院にける骨粗鬆症治療薬の使用経験について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　門司掖済会病院　副院長　原口　和史
　特別講演「地域で支えるﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの基本～急性期から緩和ケアまで～」
　　　　　　　　　　　　　ＮＴＴ東日本関東病院　リハビリテーション科部長　稲川　利光
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３≫

１０.１５（木）
１８時５０分

千草ホテル
本会２階「光琳の間」

１０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、ＭＳＤ㈱〉
　製品紹介：『ニューモバックスＮＰ』
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　座長　　うえき内科クリニック　院長　植木　光彦
　「高齢者への２３価肺炎球菌ワクチン接種のインパクト」
　　　　　　　　国立病院機構長崎医療ｾﾝﾀｰ　臨床研究ｾﾝﾀｰ　臨床疫学研究室長　山﨑　一美
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１６≫

１０.２１（水）
１９時

千草ホテル
本会２階「光琳の間」

八幡臨床外科医会・八幡整形外科医会合同例会
〈共催：八幡臨床外科医会、八幡整形外科医会、小野薬品工業㈱、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　製品紹介：Ｔ細胞選択的共刺激調節剤『オレンシア皮下注125㎎』について
　特別講演（19時15分～）　　　　　　　　　座長　　片山整形外科医院　院長　片山　修史
　「関節リウマチの診断と治療」　　　　　　　　　製鉄記念八幡病院　副院長　田山　尚久
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･６１≫

戸　畑 １０.７（水）
１９時

戸畑医師会医療ｾﾝﾀｰ 戸畑区医師会学術講演会〈主催：戸畑区医師会〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　岡田眼科医院　院長　岡田　浩輔
　「総合病院の眼科でよく診る眼底疾患（糖尿病網膜症・加齢黄斑変性症・緑内障他）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小倉記念病院　眼科部長　宮原　晋介
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３６･７３≫

産医大 １０.２８（水）
１９時

産業医科大学２号館
２２０１教室

※会費　500円

第３９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「免疫障害/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「免疫不全患者の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)…４２･４３･４５･４７≫

その他 １０.２７（火）
１９時

パークサイドビル
９階

第５５１回北九州糖尿病研究会〈共催:北九州糖尿病研究会、㈱三和化学研究所〉
　症例発表　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州総合病院　内科　木原　康之
　「 未　定 」※２題予定

１０.２８（水）
１９時３０分

小倉医師会館
４階 会議室

※会費　1000円

第４３回北九州子どものこころ懇話会
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　永犬丸小児科医院　金　平榮
　「発達障害児を育てる親のストレスと心身医学的アプローチ」
　　　 　　　Dr.HAGA 茶屋町ｸﾘﾆｯｸ 子どもと家族･女性のための心療内科　院長　芳賀　彰子


