
 
 

◇ 平成２８年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ３.１（火） 
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ブロック学術講演会 
〈共催：県内科医会北九州ブロック、市医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 

 情報提供（18 時 50 分～）：エリキュースのご紹介 
 特別講演１（19 時 10 分～）  座長  産業医科大学 不整脈先端治療学 教授 安部 治彦 
 「私が今疑問に思うこと：心房細動の脳卒中予防」 
                     公益財団法人 心臓血管研究所 所長 山下 武志 
 特別講演２（20 時～）          座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「脳卒中医が抗凝固療法に求めること」 
                    杏林大学医学部 脳卒中医学教室 教授 平野 照之 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･９･４３･７８≫ 

 ３.１（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 124 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.「ステロイドパルス３回施行後増悪再燃をきたした難治性甲状腺眼症に対して 

シクロフォスファミド療法が有効であった１例」 
産業医科大学 第一内科学講座 杉野 祥子、鳥本 桂一、成澤 学、黒住 旭、

須貝 慧、岡田 洋右、田中 良哉 
 ２.「甲状腺疾患を契機に発見された卵巣甲状腺腫の２例」 

医療法人福甲会 やました（甲状腺・副甲状腺）ｸﾘﾆｯｸ 横井 忠郎、森 祐輔、橘 正剛、
高橋 広、佐藤 伸也、山下 弘幸 

３.「甲状腺 CASTLE(Carcinoma showing thymus-like differentiation)の一例」 
北九州市立医療センター 外科 古賀 健一郎、齋村 道代、阿南 敬生、光山 昌珠 

放射線科 渡辺 秀幸、小野 稔、  病理 田宮 貞史、豊島 里志 
 ４．「診断、治療に苦慮した二次性副甲状腺機能亢進症術後再発の一症例」 
                             伊都クリニック 院長 大島 章 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･７３≫ 

 ３.２（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 1,000 円 

第 41 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、ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱〉 
講演（19 時～）         座長  産業医科大学 弟一内科学講座 講師 岡田 洋右 
「２型糖尿病における併用療法の有効性～ＣＧＭデータの解析から～」 

産業医科大学 弟一内科学講座 久能 芙美 
特別講演（19 時 30 分～）    座長  産業医科大学 弟一内科学講座 教授 田中 良哉 

 「糖尿病治療からみたアンチエイジング」 
久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態・治療学 教授 山岸 昌一 

≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･７６･８２≫ 

 ３.４（金） 
１９時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」 

 
 
 

第 24 回北九州整形手術手技研究会〈共催：北九州整形手術手技研究会、市医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介（19 時 15 分～）月１回１錠投与の骨粗鬆症治療剤『アクトネル錠 75 ㎎』 
 教育講演（19 時 30 分～） 
 「整形外科医の関節リウマチ治療戦略（バイオ製剤を含めて）」 

新小文字病院 整形外科・リウマチ科 部長 竹内 一哉 
 講演（19 時 45 分～）    司会  新小文字病院 整形外科・リウマチ科 部長 竹内 一哉 
 １.「Patient Matched Technology(PMT)を用いた TKA」 
                         新小倉病院 整形外科 医長 近藤 秀臣 
 ２.「腫瘍脊椎骨全摘術（Total en bloc spondylectomy:TES）」 
                   産業医科大学 整形外科学教室 准教授 中村 英一郎 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･８≫ 

 ３.９（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会３月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、エーザイ㈱〉 
     司会  九州労災病院 消化器内科 板場 壮一、芦屋中央病院 消化器科 松嶋 祐 
 症例検討（２題予定） 
 教育講演 「疣状胃炎と胃癌（仮）」          芦屋中央病院 消化器科 松嶋 祐 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１０･５２･５３≫ 

 ３.１０（木） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修〈主催：市医師会〉 
 講演                   司会・座長  北九州市医師会 理事 長森 健 
 「認知症の基礎知識とＢＰＳＤへの治療戦略」  

国立病院機構菊池病院 院長 木村 武実 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…５･２９･６９≫ 

 ３.１１（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 500 円 

第 15 回北九州臨床骨代謝疾患研究会〈共催：北九州臨床骨代謝疾患研究会、市医師会、ＭＳＤ㈱〉 
 薬剤情報提供（19 時～） 
 一般講演（19 時 15 分～）    座長  産業医科大学 整形外科学教室 教授 酒井 昭典 
 「健康寿命延伸のために骨粗鬆症リエゾンサービスの果たす役割」 
                        健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 
 特別講演（19 時 45 分～）    座長  産業医科大学 第一内科学講座 教授 田中 良哉 
 「骨粗鬆症治療における運動療法と薬物治療」 
             国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 病院長 中村 利孝 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１０･７３･７７≫ 

 ３.１１（金） 
１９時３０分 

ﾎﾃﾙｱﾙﾓﾆｰｻﾝｸ北九州 
「ピエールブラン」 

第 283 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、ﾒﾙｸｾﾛｰﾉ㈱〉 
 製品紹介（19 時 20 分～）『アービタックス』 
                   座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
一般講演（19 時 30 分～） 
１.「後鼻神経切断術におけるコブレーターの応用」 
                  産業医科大学若松病院 耳鼻咽喉科 助教 田畑 貴久 
２.「肺がん術後（片肺）に上縦隔郭清を行った甲状腺乳頭癌の１例」 
                     北九州総合病院 耳鼻咽喉科 部長 永谷 群司 
特別講演（20 時～） 
「頭頸部がん集学的治療の変遷と将来展望」 

九州大学大学院医学研究院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 准教授 中島 寅彦 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…８･１０･１９≫ 

◇ 平成２８年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ３.１３（日） 
９時３０分 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 19 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㈱〉

講演（9時 40 分～）              座長  門司掖済会病院 内科 北岡 千恵 
 １.「糖尿病の病態と診断」         つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
 ２．「糖尿病細小血管合併症のﾐﾆﾏﾙｴｯｾﾝｽ」  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 野原 栄 
 ３．「糖尿病と歯周病」    九州歯科大学口腔機能学講座歯周病学分野 准教授 臼井 通彦 
 ランチョンセミナー（12 時～）       座長  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 
 「糖尿病薬の使い方について考える」 福岡県済生会飯塚嘉穂病院 糖尿病内科 部長 佐藤 直市 
 糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～）  座長  門司掖済会病院 内科 北岡 千恵 
 症例提示                   新小倉病院 糖尿病センター長 藤本 良士 
≪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≫ 

 ３.１４（月） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 

平成２７年度第２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 
 １.説明報告「乳幼児健診マニュアルの説明」      よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 
 ２.講演『「多様な子どもたち」の子育て支援～発達の常識を見直す～』 
                     北九州市立総合療育センター 副所長 河野 義恭 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１２･７２≫ 

 ３.１５（火） 
１９時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 

第 185 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  医療法人いさやま整形外科医院 院長 諫山 智洋 
 「攻めの運動器リハビリテーション」  

和歌山県立医科大学 リハビリテーション科 教授 田島 文博 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１９･８２≫ 

 ３.１５（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 

第２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㈱〉 
 情報提供（18 時 45 分～）『日本脳炎ワクチン』について 
 特別講演（19 時～）              座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
 「予防接種 Up to date～乳幼児期ワクチンの重要性と接種率向上・過誤接種防止について～」 
                     久留米大学医学部小児科学講座 講師 津村 直幹 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１１･１２≫ 

 ３.１７（木） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

日医認定産業医 
基礎（後期１単位） 
生涯（専門１単位） 

一般かかりつけ医と精神科医の連携強化事業研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                      司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
 「かかりつけ医が精神科医に望んでいること～周産期医療から見えてきた精神科の役割～」 
                九州大学病院 子どものこころ診療部 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)…６９･７０･７２≫ 

 ３.１７（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」

 
 

３月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：北九州市皮膚科医会、市医師会、科研製薬㈱〉 
 製品紹介（19 時～）：爪白癬治療剤クレナフィン爪外用液 10% 
 特別講演             座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「皮膚真菌症～基礎から臨床までの最近の話題～」    楠原皮膚科医院 院長 楠原 正洋 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…９･２６･７３≫ 

 ３.１７（木） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉
３階「ダイヤモンド」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州肝胆膵研究会特別講演会〈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』 
 講演                 座長  北九州市立医療センター 外科 西原 一善 
 「私の肝胆膵外科手術」        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)…２８･５９･８１≫ 

 ３.１８（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 312 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～） 
 「Cutting balloon angioplasty について」    製鉄記念八幡病院 放射線科 鎌田 宏二 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４２≫ 

 ３.１８（金） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 

第 525 回北九州地区小児科医会例会･第 75 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㈱、ユーシービージャパン㈱〉

 情報提供（18 時 45 分～） 
 症例検討（19 時～）       座長  ＪＣＨＯ九州病院 小児科 診療部長 高橋 保彦 
 １.「怠薬が原因で薬剤選択が困難になった症例」 
                      産業医科大学 小児科学教室 准教授 下野 昌幸 
 ２.「北九州市における発達障害児支援の現状調査」 
        国立病院機構小倉医療センター 小児科 安永 由紀恵、緒方 怜奈、渡辺 恭子 
 特別講演（19 時 30 分～）     座長  産業医科大学 小児科学教室 准教授 下野 昌幸 
 「発達障害児支援の取り組みと課題」  

大阪大学 名誉教授（プール学院大学 教授）永井 利三郎 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･７･３５≫ 

 ３.１８（金） 
１８時３０分 

ホテルニュータガワ 
新館３階「月華」 

 
 
 

第 488 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、大日本住友製薬㈱〉 
 情報提供：抗精神病薬「ロナセン」 
一般演題            座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 

 「 未定 」                  産業医科大学 精神医学教室 大塚 悠加 
 特別講演             座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「統合失調症の神経認知機能障害と認知リハビリテーション」 
          鳥取大学医学部 脳神経医科学講座 精神行動医学分野 教授 兼子 幸一 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２９･６８･６９･７０≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ３．１９（土） 
１４時 

小倉医師会館 
４階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔※要事前申込〕 
定員 50 名 

連絡先：北九州市医師会 
℡.093-513-3811 

平成２７年度北九州市医師会災害医療研修会〈主催：市医師会〉 
【災害医療総論】(14 時 10 分～) 
 講義１.「災害時の体制変化と行うべき対応」 

救急救命九州研修所 教授 北九州市 参与 郡山 一明 
 講義２.「ＪＭＡＴ活動の考え方～東日本大震災の経験から～」 
             北九州市立八幡病院 副院長 災害医療研修センター長 伊藤 重彦 
 講義３.「災害現場・避難所における感染対策」 

北九州市立八幡病院 感染制御室 NPO-KRICT 幹事 中川 祐子 
【ワークショップ】(15 時 40 分～)～災害現場･避難所活動～情報収集から準備･出動･活動･帰還まで～
 １.災害医療作戦指令センター（ＤＭＯＣ）について解説 
 ２.ワークショップ 
  １）情報収集から活動・帰還までの調整員（ロジ）の役割について 
  ２）災害現場、避難所におけるＪＭＡＴ/ＤＭＡＴ活動について 
  ３）避難所、救護所等における薬剤師の役割について 
【シミュレーション訓練】(17 時～)～DMOC と関係機関の連携、情報伝達、JMAT、DMAT 活動～ 
 １.ＤＭＯＣ、関係機関本部の立ち上げ訓練 
 ２.ＤＭＯＣ関係機関の情報収集・伝達訓練 
 ３.ＪＭＡＴ/ＤＭＡＴの現場活動 
≪取得単位数…４.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３･１４･１５･１６･１７･５７≫ 

 ３.２４（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成２７年度第９回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱〉
 講演              座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
 「超高齢化社会における泌尿器科医の役割～岡山大学の挑戦～」 
           岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 泌尿器病態学 教授 那須 保友 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…３･４･６≫ 

 ３.２６（土） 
１５時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成２７年度第５回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 18 回北九州肝癌治療研究会 
〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ㈱〉

 一般演題１（15 時～）座長  国立病院機構小倉医療センター 肝臓病センター 部長 佐藤 丈顕 
 １.「肝癌治療後にダクルインザ・スンベプラ併用療法を施行したＣ型肝炎症例の検討」 

ＪＣＨＯ九州病院 内科医長 一木 康則 
 ２.「造影超音波による肝細胞癌高悪性度群抽出の試み」 

新小倉病院 肝臓病センター 部長 山下 信行 
 一般演題２（15 時 30 分～）    座長  北九州市立医療センター 外科部長 阿部 祐治 
 １.「Ｂ型慢性肝炎、大腸癌術後に生じた多発肝腫瘍に対する治療」 

小倉記念病院 外科 山本 常則 
 ２.「肝癌治療を妨げる難治性腹水コントロールの工夫」 

北九州市立八幡病院 外科部長 野口 純也 
 特別講演１（16 時 10 分～）           座長  小倉記念病院 副院長 田中 明 
 「肝癌に対する外科治療の意義」 
            山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学 教授 永野 浩昭 
 特別講演２（17 時 20 分～）        座長  かじわらクリニック 院長 梶原 英二 
 「肝細胞癌に対する新規分子標的薬の開発動向と免疫チェックポイント阻害薬への期待（仮）」 

近畿大学医学部 消化器内科学教室 主任教授 工藤 正俊 
≪取得単位数…３.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･２･４･６･２７･７３≫ 

 ３.３１（木） 
１９時 

 
 

ホテルクラウンパレス小倉
３階「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 25 回豊の国糖尿病と眼研究会～福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会～ 
〈共催：豊の国糖尿病と眼研究会、日本糖尿病協会福岡県支部、県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、MSD㈱、参天製薬㈱〉

                        座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
一般講演（19 時～）  
「糖尿病性外眼筋麻痺について」             村上眼科医院 院長 村上 雅一 
特別講演（19 時 30 分～） 
「患者価値観を尊重する医療～One size does not fit all～」 

奈良県立医科大学 糖尿病学講座 教授 石井 均 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２･３６･７６≫ 

 ３.３１（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 
 
 

北九州市医師会学校医研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                     司会  北九州市医師会 理事 福地 靖範 
 １.「平成２８年度児童生徒健康診断について」       北九州市教育委員会 学校保健課 
 ２.「色覚検査について」                 岡田眼科医院 院長 岡田 浩輔 
 ３.「脊柱側わん症検診について」          そのだ整形外科医院 院長 薗田 恭輔 
 ４.「成長曲線・肥満度曲線の活用について」    産業医科大学 小児科 講師 山本 幸代 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１２･３６･７２≫ 

門 司 ３.８（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、㈱ツムラ〉 
 講演 
 「日常診療で使える漢方」           北九州総合病院 麻酔科 部長 竹田 貴雄 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６１･８３≫ 

 ３.１０（木） 
１８時３０分 

門司区医師会館 
３階 講堂 

 
 

平成２７年度第２回門司区医師会医療安全研修会〈主催：門司区医師会〉 
 「個人情報保護対策」 

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部 主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 山崎 堅司 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４･９･８４≫ 

 ３.１４（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 

 ３.１６（水） 
１８時５０分 

 
 
 

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、ＭＳＤ㈱〉 
 製品紹介：オレキシン受容体拮抗薬～不眠症治療薬～『ベルソムラ錠』 
 講演                      座長  久志本医院 院長 久志本 孝一 
 「生活習慣病と不眠」              佐賀大学 循環器内科 教授 野出 孝一 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…２０･８２≫ 

小 倉 ３.２３（水） 
１９時 

小倉医師会介護サービス 
総合センター 

（国立病院機構小倉医療 
センター内） 

小倉医師会かかりつけ医認知症の会「第９回研修会」〈共催：小倉医師会、小倉医師会かかりつけ医認知症の会〉

 講演 「認知症の人と家族に今できること～診断・治療とトータルケア～」 
               大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 吉岩 あおい 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)１３･１４･２９･８０≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２８年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

小 倉 ３.２４（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ズ講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、大塚製薬㈱〉 
 特別講演                 座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「脳梗塞治療のパラダイムシフト」 

日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野 大学院教授 木村 和美 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)１１･３４･４３･７８≫ 

八 幡 ３.８（火） 
１８時４０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

第 143 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㈱〉 
 特別講演１（18 時 40 分～） 
 「脳卒中発症予防における高血圧治療の話題」           大日本住友製薬株式会社 
 特別講演２（19 時～）           座長  ＪＣＨＯ九州病院 副院長 山本 英雄 
 「リンパ浮腫治療の最前線～リンパ管静脈吻合からリンパ節移植まで～」 
                       九州大学病院 形成外科 准教授 門田 英輝 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１５･２４≫ 

 ３.１０（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 40 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（18 時 45 分～）「ゼチーア錠」 
 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 30 分～）           座長  北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美 
 「どのように診よう、身近に増える心不全」 久留米大学医療ｾﾝﾀｰ 循環器内科 教授 甲斐 久史 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１･１０･１９≫ 

３.１４（月） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 

シリーズ勉強会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉 
 特別講演                   司会  医療法人重森医院 院長 重森 宏敬 
 「大動脈瘤・大動脈解離のＣＴ診断」    北九州市立八幡病院 放射線科 部長 今福 義博 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４３･４４≫ 

３.１６（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡臨床外科医会３月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供（19 時～）：Ｖ２受容体拮抗剤『サムスカ錠』     
 特別講演（19 時 20 分～）          座長  島田乳腺・外科クリニック 島田 和生 
 「急性心不全の薬物治療・慢性心不全の治療」 
        製鉄記念八幡病院 副院長 循環器・高血圧センター長 内科部長 古賀 徳之 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１６･６６≫ 

３.１７（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
別館１階「鶴の間」 

 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介（18 時 45 分～）『アリセプト』の最近の話題 
 講演（19 時～）                   座長  野田医院 院長 西田 英一 
 「レビー小体型認知症 症例経験を通して」   たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
≪取得単位数…１.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…４８･６２≫ 

若 松 ３.１８（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 
 

 

平成２７年度第５回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、サノフィ㈱〉 
 商品説明（18 時 45 分～）：抗血小板剤「コンプラビン配合錠」 
 講演１（19 時～） 
 「医療事故について（仮）」                 小倉医師会 理事 長森 健 
 講演２（20 時～） 
「静脈血栓塞栓症のマネジメント（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 
≪取得単位数…２.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７･８･２４･４２≫ 

産医大 ３.１５（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 講義室 

 

第 451 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：摂食障害の治療と現状 
≪取得単位数…１.５、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…６･２２≫ 

その他 ３.１０（木） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階「豊饒」 

福岡県内科医会北九州ブロック保険診療懇話会 2016 
〈共催：県内科医会北九州ブロック、アストラゼネカ㈱、小野薬品工業㈱〉

 特別講演                    座長  戸畑内科医会 会長 宮園 一博 
 「ＳＧＬＴ－２阻害剤の使用経験～多剤・インスリン併用を中心に～」 

 いのくち内科クリニック 院長 井口 信夫 
 パネルディスカッション 

 座長  八幡内科医会 会長 三浦 力、若松内科医会 会長 田中 裕、
遠賀中間内科医会 打和 靖宏 

 「保険診療レセプト審査の現状について」 
 症例提示             福岡県内科医会 会長 江頭 芳樹、副会長 白石 恒明、

福岡県国民健康保険診療報酬審査委員 木藤 洋一 

 ３.１２（土） 
※市民公開講座 
９時３０分 

 
※公開ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ･ 

ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

１４時 

北九州国際会議場 
 
 
 
 

第 28 回九州ｱﾙｺｰﾙ関連問題学会北九州大会市民公開講座、公開ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 
 市民公開講座（9時 30 分～） 

基調講演                座長  肥前精神医療センター 院長 杠 岳文 
  「アルコール健康障害基本法にいのちを吹きこもう～豊かな地域社会のために～」 
           ＮＰＯ法人ＡＳＫ（アルコール薬物問題全国市民協会）代表 今成 知美 
  特別企画 ハルくん全国プロジェクト～北九州バージョン～ 
  （絵本）ボクのことわすれちゃったの？～お父さんはアルコール依存症～ 
                   朗読  ＮＰＯ法人はぁとスペース代表 山本 美也子 
 公開ラウンドテーブル・ディスカッション（14 時～） 
  テーマ：「アルコール健康障害対策基本法にいのちを吹きこもう」 
        ～うつ・アルコール・自殺のトライアングルをめぐって～ 

 ３.２２（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、ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱、㈱三和化学研究所〉 
 症例発表     司会  医療法人敬天会 東和病院 糖尿病内科 センター長 松本 雅裕 
 演題１「 未定 」               
 演題２「糖尿病カンバセーション・マップ TMの使用経験」東和病院 管理栄養士 二階堂 綾子 

 ３.２４（木） 
１９時 

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ
地域医療研修ｾﾝﾀｰ 

 
 

第 388 回小倉小児科医会臨床懇話会 
講演 
１.「マイコプラズマ抗原定性検査（免疫クロマト法）の有用性における検討」 
                      北九州市立医療センター 小児科 河原 隆浩 

 ２.「持続する膿尿を主訴に当院紹介となり、高度 VUR および腎機能低下を認めた１歳女児の１例」
北九州市立医療センター 小児科 前原 健二 

Ｎｏ．４ 


