
◇　平成２７年１１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 １１.４（水）

１９時
ＴＫＰ小倉シティセンター

「KOKURAホール」
平成２７年度予防接種研修会〈主催：市医師会〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州市医師会　理事　田中　正章
　「予防接種の最新情報と接種の注意」　 福岡市立心身障がい福祉ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長　宮崎　千明
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１１･１２≫

１１.４（水）
１９時

八幡医師会館
３階 視聴覚室

第22回北九州整形外傷研究会〈共催：北九州整形外傷研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
　症例検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司会　　北九州総合病院　福田　文雄
　１.「重度上肢コンパートメント症候群の２例」　　　　　　 北九州総合病院　戸羽　直樹
　２.「3D実体模型が有用であった橈骨遠位端関節内骨折(A0 typeC3)の１例」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　大茂　壽久
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５７≫

１１.５（木）
１８時３０分

ホテルニュータガワ
新館３階「月華」

第485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：『サインバルタ』の紹介　　　　　　　　　　市医師会、日本イーライリリー㈱>
　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
　「当院におけるＡＤＨＤの治療経験～産業医の視点を含めて～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　精神医学教室　助教　西井　重超
　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
　「成人期ＡＤＨＤの診断と治療の実際」
　　　　　　　　　　　　　　奈良教育大学 教育学部　障害児医学分野　教授　根來　秀樹
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫

１１.５（木）
１９時

千草ホテル
別館２階「ルミネスタ」

北九州呼吸器疾患研究会Plus〈共催：北九州呼吸器疾患研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉
　情報提供：『ピレスパ錠』に関する最近の話題
　一般演題（19時～）　　　　　座長　　産業医科大学　呼吸器内科学　准教授　矢寺　和博
　「ＩＰＦ関連」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　呼吸器内科学
　特別講演（19時30分～）　　　座長　　産業医科大学　第二外科学教室　教授　田中　文啓
　「肺癌手術の最近のﾄﾋﾟｯｸｽ」  京都大学大学院医学研究科 呼吸器外科学 教授　伊達　洋至
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･４７≫

１１.６（金）
１８時４５分

ＫＭＭビル
４階 大会議室

※会費　1000円

第20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～） 　 司会　北九州市立医療センター　整形外科　主任部長　西井　章裕
　１.「福岡県中体連バスケットボール　外傷アンケート実施報告 」
　　　　　　　　　　　　　　　　田原整形外科医院　リハビリテーション科　嶋田　早希子
　２.「前十字靭帯再建患者における術前脛骨前方移動量と術後膝機能との関連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－短期成績での検討－」
　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　リハビリテーション部　上野　仁豪
　特別講演（20時～）　　　司会　　産業医科大学病院　ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部　副技師長　明日　徹
　「スポーツにおける外傷予防～理学療法士の立場から～」
　　　　　　スポーツコンディショニングプロモーション・ＪＩＮ　理学療法士　松田　孝幸
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･５７･６１･８４≫

１１.６（金）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

※会費　1000円

第18回北九州婦人科腫瘍懇談会学術講演会〈共催：北九州婦人科腫瘍懇談会、市医師会、
　情報提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協和発酵キリン㈱、日本化薬㈱〉
　報告会(19時～)「婦人科腫瘍懇談会～腫瘍ｱﾝｹｰﾄ報告～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　産婦人科学講座　鏡　誠治
　特別講演（19時30分～）　　　　座長　産業医科大学　産婦人科学講座　教授　蜂須賀　徹
　「当科におけるＨＢＯＣへの取り組み～現状と今後の課題」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がん研有明病院　婦人科　部長　竹島　信宏
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･８･１５≫

１１.１０（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階

平成27年度第2回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第223回生涯教育講座
　製品紹介『ガスモチン』　　　　　　　　　　〈共催：市医師会、大日本住友製薬㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　なす内科クリニック　院長　奈須　俊史
　「胃粘膜下腫瘍の診断と治療」　　　　　　　　　飯塚病院　消化器内科部長　赤星　和也
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１２･２２･５２≫

１１.１０（火）
１８時４５分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイヤルーム」

※会費　1000円

第４１回北九州骨・関節セミナー
 　　　〈共催：北九州骨・関節ｾﾐﾅｰ、北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉
　情報提供（18時45分～）『リクシアナ』の適正使用情報
　一般講演（19時～）　　　　　　　　　　　座長　　門司掖済会病院　副院長　原口　和史
　「自験例から分かった脊椎骨粗鬆症におけるデノスマブの効果」
　　　　　　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　第二脊椎外科部長　今村　寿宏
　特別講演（19時20分～）「小児の骨・軟部腫瘍の診断と治療」
　　　　　　　　　　　　　　　九州大学大学院医学研究院　整形外科学　教授　岩本　幸英
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･７７･８４≫

１１.１１（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

北九州胃腸懇話会１１月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉
　　　　　　　　      　  司会　　ＪＣＨＯ九州病院　放射線科　平賀　聖久、
　　　　　　　　　　　　　　　　  国立病院機構小倉医療センター　消化器内科　山縣　元
  症例検討
　１.戸畑共立病院 消化器科　２.ＪＣＨＯ九州病院 消化器内科　３.芦屋中央病院 消化器科
　教育講演　　　「大腸憩室出血」　国立病院機構小倉医療センター　消化器内科　山縣　元
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１０･２２･５０≫

１１.１２（木）
１９時

ホテルアルモニーサンク
２階

平成27年度第3回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第92回北九州肝腫瘍研究会
　情報提供　　　　　　　　　　〈共催：市医師会、北九州肝腫瘍研究会、味の素製薬㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第三内科学　田原　章成
　１.「診断に苦慮した肝腫瘍の１例」　　　   北九州総合病院　消化器内科　森田　真智子
　２.「診断に苦慮した多発肝腫瘤の症例」　　 　　　製鉄記念八幡病院　外科　湯川　恭平
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１５･２７≫

１１.１２（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６回研修会
　　　　　　　　　　〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、ファイザー㈱〉
　研修会講演　　　　　　　　　　　　座長　　掖済会門司病院　泌尿器科部長　山下　博志
　「腎細胞癌の診断と治療～ｕｐｄａｔｅ２０１５～」
　　　　　　　　　　　　　九州大学大学院　医学研究院泌尿器科学分野　教授　江藤　正俊
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１７･６０･８１≫



◇　平成２７年１１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 １１.１２（木）

１９時
リーガロイヤルホテル小倉

３階「オーキッド」
１１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、ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ㈱〉
　製品紹介：５α還元酵素１型/２型阻害薬　男性型脱毛症治療薬『ザガーロ』
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長　産業医科大学　皮膚科学　教授　中村　元信
　「最新の皮膚疾患の治療について（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学　皮膚科学講座　教授　古川　福実
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･１３･２６≫

１１.１２（木）
１９時

ＴＫＰ小倉シティセンター
「KOKURAホール」

第12回北九州下関睡眠呼吸障害研究会〈共催：北九州下関睡眠呼吸障害研究会、市医師会、
　　　　　　　　ﾁｪｽﾄ㈱、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㈱〉
　一般演題（19時05分～）「鼻閉と睡眠障害～ＳＡＳの外科的治療～」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坂本クリニック耳鼻咽喉科　院長　坂本　菊男
　特別講演（19時15分～）「睡眠外来の未来～ＯＳＡの総合的な治療戦略～」
　　　　　　　　　　　　　　　　太田総合病院　睡眠障害センター　所長　千葉　伸太郎
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２０･７４･８２≫

１１.１２（木）
１９時

ＫＭＭビル
４階　大会議室

※会費　500円

第３２回北九州心臓リハビリテーションセミナー
　情報提供（18時50分～）　　　〈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、ﾄｰｱｴｲﾖｰ㈱〉
　症例検討Ⅰ（19時～）　　　　　　　　　　　　座長　　北九州市立八幡病院　田中　正哉
　「超高齢者狭心症患者へのﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの１例（仮）」
　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　診療支援部リハビリテーション技術課　高橋　倍美
　症例検討Ⅱ（19時45分～）　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　飯塚病院　山田　明
　「地域支援および外来心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝにより心不全入院を繰り返さなくなった症例（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚病院　リハビリテーション部　西村　天利
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１２･７３≫

１１.１３（金）
１８時３０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

平成27年度第1回北九州ﾌﾞﾛｯｸ乳がん検診従事者講習会・第51回北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
　　〈共催：北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、県集団検診協議会乳癌検診部会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉
　一般演題
　１.「当院におけるペグフィルグラスチム（ジーラスタＲ）の現状」
　　　　　　　　北九州市立医療センター　消化器・乳腺甲状腺外科、腫瘍内科、病理診断科
　２.「薬剤性肺炎を合併した進行乳癌の治療」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第二外科、第二病理学、呼吸器内科
　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第一外科　勝木　健文
　「遺伝子診断の時代？－Curative MedicineからPrecision Medicineへ－」
　　　　　　　　　　　　聖路加国際病院　乳腺外科部長　ブレストセンター長　山内　英子
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･１３・１５≫

１１.１３（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　1000円

第４０回一糖会〈共催：一糖会,市医師会,下関市医師会,北九州糖尿病療養指導士認定委員会、MSD㈱〉
　講演　　　　　　　　　　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　講師　岡田　洋右
　「当科における厳格な血糖・血圧・脂質コントロールを目指した治療」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　第一内科学講座　助教　鳥本　桂一
　特別講演（19時30分～）　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「２型糖尿病の病態と治療」
　　　　　　　　　　　東京大学大学院　医学系研究科　糖尿病・代謝内科　教授　門脇　孝
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･７６･８２≫

１１.１３（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　1000円

第１６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、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉
　製品紹介：血液凝固第Xa因子阻害剤『イグザレルト錠』
　特別講演　　　　　　　　　　　　　座長　　戸畑共立病院　脳神経外科　部長　辻　武寿
　「脳機能回復からみた脳腫瘍手術」　　　佐賀大学医学部　脳神経外科　教授　阿部　竜也
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･３０･３２･６３≫

１１.１４（土）
１６時

北九州芸術劇場
小劇場

※会費　1000円

第２０回北九州呼吸ケア研究会〈共催：北九州呼吸ケア研究会、市医師会、帝人在宅医療㈱〉
　研究発表（16時5分～）　 　座長　　産業医科大学若松病院　呼吸器内科部長　吉井　千春、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　内科外来師長　　岸川　陽子
　１.「酸素療法を行っている患者の２４時間連続のＳｐＯ２モニタリングを試みて
　　　　　　　　　　　　　　　　　－日常生活動作とＳｐＯ２との関連性をみた１事例－」
　２.「外来通院中のＣＯＰＤ患者における吸入薬の実態調査」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院　呼吸器内科外来　幸野　恵美
　教育講演（16時35分～）　　　　　　　　　　　座長　　霧ヶ丘つだ病院　院長　津田　徹
　「慢性呼吸器疾患看護認定看護師のＮＰＰＶへの取り組み」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　霧ヶ丘つだ病院　外来看護課長　井本　久紀
　特別講演（17時25分～）　　　　　　　　座長　　北九州市立門司病院　院長　廣瀬　宣之
　「呼吸による情動調節」　　昭和大学医学部生理学講座生体調節機能学部門　名誉教授・
　　　　　　　　　　　　　　　東京有明医療大学　副学長　看護学部長　教授　本間　生夫
≪取得単位数…２.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･１３･４５･７３･８０≫

１１.１６（月）
１８時３０分

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ
地域医療研修ｾﾝﾀｰ「鷗」

第４５２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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉
　製品説明
　一般演題（18時45分～）　　　　　　　　　　　　　司会　　大嶋医院　院長　野田　健一
　１.「診断に苦慮した黄疸を伴う肝機能障害の１例」
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　ＪＲ九州病院　肝臓内科　主任医長　森田　千絵
　２.「 未　定 」　　　　　　　　　　 　　　九州労災病院　肝臓内科　部長　國吉　政美
　特別講演（20時～）「リザーバー肝動注化学療法　その留置と治療のコツ」
  　　　　　　　　　　　　　　戸畑共立病院　消化器病センター　肝臓内科部長　松垣　諭
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･４４・６４≫

１１.１７（火）
１９時３０分

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

第182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　　いさやま整形外科医院　院長　諌山　智洋
　「アスリートに対する関節鏡視下手術最前線２０１５」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学若松病院診療科長診療教授　内田　宗志
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１９≫

１１.１８（水）
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２７回北九州がんセミナー<共催:北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉
　特別講演　　                  　座長　　麻生飯塚病院　呼吸器外科　部長　大﨑　敏弘
　「悪性胸膜中皮腫集学的治療update」
　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫医科大学　呼吸器外科学　主任教授　長谷川　誠紀
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２２･２８・４５≫



◇　平成２７年１１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
市　医 １１.１８（水）

１８時５０分
パークサイドビル

９階 会議室

※会費　500円

第４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、第一三共㈱〉
　情報提供『メマリー錠』の有用性について
　講演（19時～）　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　　西野病院　院長　西野　憲史
　「認知症の早期診断の重要性と治療介入」　　　　　　後藤クリニック　院長　後藤　誠一
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･２９≫

１１.１９（木）
１８時４５分

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」

※会費　1000円

第27回北九州てんかん懇話会〈共催：北九州てんかん懇話会、市医師会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱〉
　薬剤情報提供（18時45分～）
　一般講演「 未　定 」（19時～）
　特別講演（19時45分～）　　　　　座長　　産業医科大学　神経内科学　教授　足立　弘明
　「神経疾患におけるゲノム医療への展望」
　　　　　 　　 東京大学大学院医学系研究科　脳神経医学専攻神経内科学　教授　辻　省次
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･３２・３５≫

１１.１９（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイア」

第２８回北九州ＳＴＩ研究会〈共催：北九州ＳＴＩ研究会、市医師会、第一三共㈱〉
　製品紹介：『グレースビット』
　一般演題（19時15分～）「北九州地区における性感染症の発生動向調査」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業医科大学　泌尿器科学　松本　正広
　特別講演（19時30分～）　　　　　　座長　　産業医科大学　産婦人科　教授　蜂須賀　徹
　「性感染症雑病論」　　愛知医科大学大学院医学研究科　臨床感染症学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知医科大学病院　感染症科　主任教授　三鴨　廣繁
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･２８･１５≫

１１.２０（金）
１８時３０分

小倉医師会館
４階 第２会議室

第309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（18時30分～）
　ミニレクチャー（19時30分～）「ＭＤＣＴによる消化管３Ｄ－ＣＴ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古賀病院２１　放射線科　松浦　秀司
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５０･５３･５４≫

１１.２０（金）
１９時

ホテルアルモニーサンク
「テアートルマロン」

第２８２回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会〈共催：北九州市耳鼻咽喉科専門医会、市医師会、
　製品紹介『アシテア舌下錠』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩野義製薬㈱〉
　一般講演（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
　「舌下免疫療法と口腔アレルギー症候群」
　　　　　　　　　　　　　福井大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　教授　藤枝　重治
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９・３９・４０≫

１１.２０（火）
１９時

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33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㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　座長　　済生会八幡総合病院　整形外科主任部長　松浦　恒明
　「リバースショルダー時代の１次修復不能な腱板広範囲断裂に対する我々の治療戦略」
　　　　　　　　　　　北新病院　上肢人工関節・内視鏡センター　センター長　末永　直樹
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･１９･６１≫

１１.２５（水）
１９時

ステーションホテル小倉
４階「吉祥の間」

※会費　500円

第３回北九州呼吸器疾患を学ぶ会〈共催：北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱〉
　薬剤情報提供
　一般演題（19時15分～）座長　産業医科大学若松病院　呼吸器内科　診療教授　吉井　千春
　「 未　定 」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飯塚病院　呼吸器内科　浅地　美奈
　特別講演（19時30分～）　　　座長　　産業医科大学　呼吸器内科学　准教授　矢寺　和博
　「気管支喘息の最近の話題」　　久留米大学医学部　内科学講座　呼吸器・神経・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　膠原病内科部門（第一内科）准教授　川山　智隆
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４５･４６･７９≫

１１.２５（水）
１９時

ＫＭＭビル
４階 会議室

※会費　500円

第178回北九州肝胆膵研究会〈共催：北九州肝胆膵研究会、市医師会、エーザイ㈱〉
　製品紹介：プロトンポンプ阻害剤「パリエット」最近の話題
　ショートレクチャー
　「膵intraductal papillary mucinous neoplasmの良悪性鑑別、微小浸潤癌の取扱いにおける
　　臨床病理学的検討」　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　外科　肥川　和寛
　症例提示　　　　　　　　　　　　　　北九州市立医療センター　消化器内科　新名　雄介
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２２･８１≫

１１.２５（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

※会費　500円

第24回北九州リウマチ薬物治療懇話会
                 〈共催：北九州リウマチ薬物治療懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉
　特別講演（19時10分～）　　　座長　　産業医科大学　第一内科学講座　教授　田中　良哉
　「完全寛解100％のリウマチ治療を目指して」
　　東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　膠原病・リウマチ内科学　教授　上阪　等
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･６１･６２≫

１１.２６（木）
１９時

小倉医師会館
５階　講堂

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】

地域医療・介護サービス従事者研修会〈主催：北九州市医師会〉
　講演　　　　　　　　　　　　　　　　司会・座長　　北九州市医師会　理事　手島　久文
　「安全な食事を支えるポイント」　　　　　　済生会八幡総合病院　歯科医長　尾崎　由衛
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４７･４９･８０≫

１１.２６（木）
１９時３０分

市立商工貿易会館
２階

第１回北九州ペリネイタルビジット研究会
　　　　　　　　　　　〈共催：北九州産婦人科医会、北九州地区小児科医会、市医師会〉
　講演　　　　座長　　北九州地区小児科医会会長・坂口こどもクリニック院長　坂口　祐助
　「大分県でのペリネイタルビジット事業への取り組み」
　　　　　　　　　　　　　　大分県小児科医会会長・石和こどもクリニック院長　石和　俊
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１０･１３≫

門　司 １１.９（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

１１.１６（月）
１９時

門司掖済会病院 第６１回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、北九州市立門司病院〉
　講演１「最近気になる電解質…Mg(ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ)」　　 門司掖済会病院　内科部長　有村　美英
　講演２「化学療法による長期生存例」　　　　　　門司掖済会病院　外科部長　安部　利彦
　講演３「椎骨脳底動脈循環不全の一例」　　　　　門司掖済会病院　内科部長　木村　頼雄
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･３３･７３≫



◇　平成２７年１１月分市医及び各区講演会一覧表　◇
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区　別 日　　時 場　　所 講　　演　　内　　容
門　司 １１.１８（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、塩野義製薬㈱〉
　製品紹介：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤『サインバルタカプセル』
　講演（19時10分～）　　　　　　　　　　　　　座長　　久志本医院　院長　久志本　孝一
　「線維筋痛症の診断と治療」　　　　ＪＣＨＯ福岡ゆたか中央病院　内科部長　中塚　敬輔
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･１９･７０≫

１１.１９（木）
１９時

門司区医師会館
１階 診察室

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　　医療法人西明内科胃腸科医院　西明　真
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･５３≫

小　倉 １１.１４（土）
１８時

小倉医師会館
５階 講堂

小倉医師会かかりつけ医認知症の会「第８回研修会」
　　　　　　　　　　　　　　〈共催：小倉医師会かかりつけ医認知症の会、小倉医師会〉
　講演「コウノメソッドでみる認知症」　　名古屋フォレストクリニック　院長　河野　和彦
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･２９・８０≫

１１.２０（金）
１９時

市立商工貿易会館
２階

在宅医療福祉ネットワーク研修会〈主催：小倉医師会〉
　講演「知っておくと役立つ最近のがん疼痛症状緩和治療」
　　　　　　　　　　　　東邦大学医療センター　大森病院緩和ケアセンター長　大津　秀一
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･８０・８１≫

１１.２５（水）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ㈱〉
　特別講演　　　　　　　　　　　　      座長　　たまき腎クリニック　院長　玉置　清志
　「Ｃ型肝炎に対する最新のＩＦＮフリー治療」　　　　　新小倉病院　副院長　野村　秀幸
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１８･２７・７３≫

八　幡 １１.５（木）
１８時４５分

八幡医師会館
３階 視聴覚室

第３９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：ＤＰＰ－４阻害薬　最新話題提供
　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
　特別講演（19時40分～）　　　　　　　　座長　北九州市立八幡病院　副院長　太﨑　博美
　「ﾃｰﾏ:抗血小板薬と抗凝固薬」九州大学大学院 医学研究院　病態機能内科学 講師 黒田 淳哉
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･１３･７３≫

１１.１６（月）
１８時４０分

八幡医師会館
２階 研修室

第142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
　特別講演（19時～）　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　副院長　山本　英雄
　「大腸がん診療についての現況」　　　　　産業医科大学　第１外科学　教授　平田　敬治
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･９≫

１１.１６（月）
１９時

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州
１階「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ」

※会費　500円

第２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㈱〉
　一般演題「心不全ケアにおける理学療法士の役割とは？高齢心不全患者の事例を通して」
　　　　　　　　ＪＣＨＯ九州病院　副ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ士長　心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ指導士　高永　康弘
　レクチャー　　　　　　　　　　　　　座長　　ＪＣＨＯ九州病院　循環器科　毛利　正博
　「実践！心不全チーム医療～ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｽﾀｯﾌのための心不全の基礎知識～（仮）」
　　　　　　　　　　　　　　萩原中央病院　副院長、循環器・心臓内科主任部長　瀬川　潤
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･７３・８０≫

１１.１９（木）
１８時４５分

千草ホテル
本館２階「光琳の間」

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、興和創薬㈱〉
　製品紹介：選択的ＳＧＬＴ２阻害薬『デベルザ錠20㎎』
　特別講演（19時～）　　　　　　　　座長　　ふじもと内科クリニック　院長　藤本　裕司
　「失明に至る５大疾患について」　　　　ＪＣＨＯ九州病院　眼科　診療部長　藤澤　公彦
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３６･７３≫

１１.２４（火）
１９時

八幡医師会館
３階 講堂

第16回北九州西部地区医療安全研修会および講演会
　　　　　　　　　　　　　　　　〈共催:八幡医師会、北九州西部地区医療安全連絡会議〉
　「テーマ：インフルエンザアウトブレイクへの対策」
　講演　　　　　　　座長　ふじもと内科クリニック　院長・八幡医師会　理事　藤本　裕司
　「インフルエンザアウトブレイクを短期間に終息させるコツ」
　　　　　　　　　　　　　　北九州市立八幡病院　副院長・八幡医師会　理事　伊藤　重彦
　演習「疑似患者(エボラ･ＭＥＲＳ等)対応シミュレーション」
　　 ～疑似患者が突然診療所を受診した そのとき受付けは、看護師は、医師はどうする？～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八幡地区　ＣＮＩＣ
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･２８・４６≫

若　松 １１.２０（金）
１９時

若松区医師会館
大ホール

平成２７年度第３回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉
　製品紹介：『ルネスタ』について最近の話題
　講演1「マイナンバー制度について」
　　　　　　　FUJIKIサポートコンサルティング代表・若松区医師会顧問労務士　藤城　孝雄
　講演2「職場のうつ病・不眠問題を考える」産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開　隆弘
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･２０・７０・８４≫

産医大 １１.１７（火）
１８時３０分

産業医科大学２号館２階
２２０８教室

第４４７回内科合同ｸﾘﾆｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〈担当：膠原病ﾘｳﾏﾁ内科・内分泌代謝糖尿病内科〉
　テーマ：膠原病における自己抗体up-to-date
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７３≫

その他 １１.２４（火）
１９時

パークサイドビル
９階

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、ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱〉
　情報提供『トレシーバ注フレックスタッチ』
　症例発表　　　　　 　 司会　　産業医科大学　産業医臨床研修等指導教員　森田　恵美子
　１.「継続的なｲﾝｽﾘﾝ自己注射指導の必要性　～ｲﾝｽﾘﾝﾎﾞｰﾙがある症例を通して～」
　　　　　　　　　　　　　　　 　　 北九州市立医療センター　糖尿病内科　茶屋本　和子
　２.「 未  定 」　　　　　　　　 　　 　　　　　　門司掖済会病院　内科　北岡　千恵

１１.２６（木）
１８時５０分

ホテルクラウンパレス小倉
９階「アルタイル」

※会費　1000円

第４２回烏帽子会「臨床研究会」〈主催：福岡大学医学部同窓会北九州支部〉
　特別講演　　　　　　　　　　　座長　　梶原内科泌尿器科クリニック　院長　梶原　一郎
　「前立腺癌治療の最前線－ダビンチ手術からホルモン療法まで－」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡大学病院　泌尿器科　講師　入江　慎一郎


