
 
 

◇ 平成２８年５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 ５.９（月） 
１８時５０分 
 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 16 回タバコと死の五重奏研究会〈共催：タバコと死の五重奏研究会、市医師会、ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱〉 
製品情報提供（18 時 50 分～） 
講演（19 時～） 
「術前肺機能検査と COPD 治療」   産業医科大学若松病院 呼吸器内科 診療教授 吉井 千春 

 特別講演（19 時 30 分～） 
 「健康寿命延伸のための脳卒中・認知症予防～禁煙支援を中心とした NCD 対策～」 

熊本市民病院 首席診療部長 神経内科部長/地域医療連携部長/ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 部長 橋本 洋一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ５.１０（火） 
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」

 
 
 

３階「オーキッド」 
 
 

＜会場変更＞ 
 

※会費 500 円 

ＣＫＤ医療連携懇話会〈共催：CKD 医療連携懇話会、県透析医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、中外製薬㈱〉 
 製品情報提供（18 時 45 分～） 
演題（19 時 05 分～）       座長  小倉記念病院 副院長・腎臓内科部長 金井 英俊 

 １.「北九州市 CKD 予防連携システムについて」  
北九州市保健福祉局 健康推進課国保健診係 磯田 陽子 

 ２.「北九州市における CKD 予防連携システムの成果」  
製鉄記念八幡病院 腎臓内科部長 柳田 太平 

 特別講演（19 時 35 分～） 
 「糖尿病性腎症の病態と治療～おかやま DM ネットの話題を含めて～」 
                   岡山大学病院新医療研究開発センター 教授 四方 賢一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･73(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ５.１２（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 28 年度第２回研修会〈共催：県透析医会北九州ブロック会、県透析医会、
県泌尿器科医会、市医師会、キッセイ薬品工業㈱〉 

講演                 座長  かわい泌尿器科クリニック 院長 川井 修一 
「北九州市における CKD 予防連携システムの展望」 

小倉記念病院 副院長・腎臓内科部長 金井 英俊 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･73(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ５.１３（金） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉
２階「香梅」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 17 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、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠 2㎎、4㎎』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）    座長  製鉄記念八幡病院 脳神経外科 担当部長 山口 慎也 
 １.「海綿静脈洞部に発生した成人 hemangiopericytoma/solitary fibrous tumor」 
     産業医科大学 脳神経外科 山本 淳考、髙橋 麻由、中野 良昭、秋葉 大輔、植田 邦裕、 
                   梅村 武部、鈴木 恒平、宮地 裕士、長坂 昌平、西澤 茂 
 ２.「急性期に頚動脈内膜剥離術を行った高齢者症候性内頚動脈狭窄症の２例」 
                 九州労災病院 脳神経外科 高原 健太、天野 敏之、芳賀 整 
 ３.「非典型的な病理像を呈した肺癌脳転移の１例」 

ＪＣＨＯ九州病院 脳神経外科 外間 政朗、白水 寛理、伊野波 諭 
 特別講演（20 時～）  座長   国立病院機構九州医療センター 脳神経外科 科長 中溝 玲 
 「脳血管障害の複合治療」    九州大学大学院医学研究院 脳神経外科学 教授 飯原 弘二 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ５.１７（火） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

平成 28 年度第１回特定健診・特定保健指導登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                      座長  北九州市医師会 理事 藤本 裕司 
１．「平成２８年度特定健診・特定保健指導について」    北九州市保健福祉局 健康推進課 
２.「脂質異常症の診療～広範な疾患群とその対応～」北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･75(1.0 単位) ≫ 

 ５.１７（火） 
１９時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階「吉祥の間」 

 
 

第 187 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   青山整形外科医院 院長 里村 知宣 

 「心に残る整形外科学の先達たち」             九州労災病院 院長 岩本 幸英 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･4(0.5 単位)≫ 

 ５.１８（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会５月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、EA ファーマ㈱〉 
    司会  産業医科大学 第３内科学 助教 渡邊 龍之、田川市立病院 内科 高津 典孝 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「self colonoscopy」              産業医科大学 第３内科学 助教 渡邊 龍之 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･50(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

 ５.１９（木） 
１８時５０分 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 

第 33 回北九州心臓リハビリテーションセミナー 
〈共催：北九州心臓リハビリテーションセミナー、市医師会、トーアエイヨー㈱） 

 薬剤情報提供（18 時 50 分～） 
 一般演題（19 時～）   座長  産業医科大学若松病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 理学療法主任 寺松 寛明 
 「化学療法によって薬剤性心筋障害を呈した症例～Onco-Cardiologyに対する心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの経験～」
            産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 理学療法士 河野 亨太 
 特別講演（19 時 20 分～）        座長  産業医科大学 循環器内科 講師 荒木 優 
 「リハ医の視点からみた運動療法と患者教育のポイント」  

鹿児島医療センター ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 医長 鶴川 俊洋 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ５.１９（木） 
１９時１５分 

 
＜追 加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」 

 
 
 

５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、マルホ㈱） 
 製品紹介：尋常性乾癬治療剤『マーデュオックス軟膏』（19 時 15 分～） 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「乾癬治療におけるビタミン D3 とステロイド配合剤を考える」 

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(0.5 単位)･19(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 ５.２０（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 313 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～） 
 「子宮外妊娠の MRI 診断」      国立病院機構 小倉医療センター 放射線科 三浦 宣智 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…50(0.5 単位)･53(0.5 単位)･71(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年５月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

 ５.２５（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 180 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 
 「肝内腫瘍に対する IVR」                 岩本内科医院 院長 山口 泰三 
 症例提示 
 「幽門輪温存膵頭十二指腸切除術後の胆管結石に対する電気水圧衝撃波結石破砕術 

（Electrohydraulic lithotripsy:EHL）で治療し得た一例」 
産業医科大学 第３内科学 助教 松岡 英彦 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

市 医 ５.３０（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」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 454 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（18 時 30 分～） 
一般演題（18 時 45 分～） 
１.「肝障害の１例」              製鉄記念八幡病院 肝臓内科医長 大穂 有恒 
２.「血小板減少性紫斑病に合併した肝機能障害・肝腫瘍の１例」 
                 戸畑共立病院 消化器病センター 肝臓内科部長 松垣 諭 
特別講演（20 時～） 
「NAFLD の病態～オートファジーについて～」     産業医科大学 第３内科学 宮川 恒一郎 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…31(0.5 単位)･33(0.5 単位)･58(0.5 単位)≫ 

門 司 ５.１６（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 

 ５.１８（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、帝人在宅医療㈱〉 
 製品紹介：『パルソックス Me300』 
 講演                       座長  門司掖済会病院 院長 阿部 功 
 「睡眠時無呼吸症候群と心血管イベント～夜間の血圧変動を捉える～」  

遠賀中間医師会 おんが病院 循環器内科部長 吉田 哲郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･74(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ５.２３（月） 
１９時 

新小文字病院 
 
 

第 63 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、新小文字病院〉 
 演題 
 １.「日常診療で遭遇する泌尿器科疾患～症状からのアプローチ」 

新小文字病院 泌尿器科部長 山内 雅文 
 ２.「当院で今後対応が可能になる糖尿病・内分泌疾患」 

新小文字病院 内分泌・糖尿病内科部長 河原 哲也 
 ３.「冠動脈疾患へのアプローチ」        新小文字病院 循環器内科部長 近藤 承一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･65(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ５.２４（火） 
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 松浦 秀司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

小 倉 ５.１１（水） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
５階「飛翔の間」 

 

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、武田薬品工業㈱〉 
 特別講演                  座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 「ｲﾝｸﾚﾁﾝ製剤の心血管作用」  順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学 教授 綿田 裕孝 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…23(0.5 単位)･73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ５.１２（木） 
１９時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
 

〔※要事前申込〕 
連絡先：小倉医師会 
℡.093-551-3185 

小倉医師会学校医会総会・研修会〈共催：小倉医師会、小倉医師会学校医会〉 
 演題「トップアスリートから学ぶ子どもの健康づくり～睡眠・食事・運動～（仮）」 
                       中京大学 スポーツ科学部 教授 湯浅 景元 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(1.0 単位)≫ 

 ５.１９（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 390 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 講演１．「色素失調症の一男児例」    国立病院機構小倉医療センター 小児科 山下 文也 
 講演２．「2015/2016 年シーズン インフルエンザで当科に入院した症例の振り返り」 
                    国立病院機構小倉医療センター 小児科 南里 亜由美 

八 幡 ５.１７（火） 
１８時３０分 

 
 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

第９回プレホスピタル・インホスピタルセミナー〈共催：八幡医師会、遠賀中間医師会〉 
 一般講演（18 時 30 分～）      座長  遠賀中間医師会おんが病院 副院長 末廣 剛敏 
 講演１.「病院前救急医療体制における新しい取組 

～指導救命士制度と処置拡大の福岡県下運用開始をまえに～」 
                         北九州市消防局 救急課 課長 日野 俊昭 
 講演２.「北九州地域における高齢者救急の現状と課題」 
                 北九州地域メディカルコントロール協議会 会長 伊藤 重彦 
 教育講演（19 時 15 分～）         座長  北九州市医師会 救急担当理事 髙嶋 雅樹 
 「地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの現状と課題（仮）」  下関市保健部長 下関市立下関保健所長 長谷川 学 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･12(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ５.１８（水） 
１９時 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 

八幡臨床外科医会５月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤『ワントラム錠』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）           座長  ひらたクリニック 院長 平田 静弘 
 「脊椎小侵襲手術の現況と展望～内視鏡の特徴とその適応、保存療法の位置づけ～」 
                     ＪＣＨＯ九州病院 整形外科 診療部長 土屋 邦喜 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

 ５.１９（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 

５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、小野薬品工業㈱〉 
 薬剤情報提供：ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤『ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ』ご紹介（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）                  座長  重森医院 院長 重森 宏敬 
 「認知症治療 UP DATE～病診連携の重要性と薬物治療選択のコツ～」 
              産業医科大学若松病院 神経内科・心療内科 診療教授 魚住 武則 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年５月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

 ５.２４（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

八幡医師会館 
３階 講堂 

 
 
 
 

第 17 回北九州西部地区医療安全研修会〈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：苦情対応・接遇 
事例報告 

 １.モンスターペイシェントへの対応（仮） 
               北九州市立八幡病院 統括部長 医療安全管理室 室長 原田 敬 
 ２.外来患者のトラブル対応：患者相談窓口医事課の対応（仮） 
                        製鉄記念八幡病院 医事課 課長 石飛 隆敏 
 ３.外国人患者受診時の対応（仮）   済生会八幡総合病院 医療安全管理室 事務 霜田 治喜 
 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 
 「心を形にするということ」   ㈱ｽﾀｰﾌﾗｲﾔｰ 運送客室本部 客室部 客室乗員課 上野 京子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･6(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

若 松 ５.２０（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 

平成 28 年度第１回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、アッヴィ合同会社〉 
 製品紹介：『ヴィキラックス』について（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
 １.「在宅医療・介護連携支援センターについて」 若松区医師会 理事 手島 久文、今井 慎 
 ２.「Ｃ型肝炎の新しい治療」         産業医科大学 第３内科学 助教 日浦 政明 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･15(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

産医大 ５.１７（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

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：２型糖尿病における GLP－１受容体作動薬の適応 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(1.5 単位)≫ 

その他 ５.１９（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 147 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                           司会  新王子病院 院長 筬島 明彦 
 講演「感染症の予防と治療～我々が気をつけること～」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 臨床感染症分野 助教 田代 将人 
 施設紹介「産業医科大学若松病院の現況」 

産業医科大学若松病院 循環器内科・腎臓内科 医長 中俣 潤一 

 ５.２６（木） 
１９時 

小倉医師会館 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 44 回北九州子どものこころ懇話会・第 526 回北九州地区小児科医会例会 
〈共催：北九州子どものこころ懇話会、北九州地区小児科医会、大正富山医薬品㈱〉 

 一般演題 
 「解離性健忘の幼児例」        国立病院機構小倉医療センター 小児科 安永 由紀恵 
 特別講演 
 「ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱにおける小児心身治療のﾎﾟｲﾝﾄ」長崎県立こども医療福祉ｾﾝﾀｰ 小児科心療科 小柳 憲司 

 ５.２４（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

第 557 回北九州糖尿病研究会〈共催：北九州糖尿病研究会、ノボ ノルディスクファーマ㈱〉 
 演題              司会  九州労災病院 内分泌代謝内科 副院長 田中 誠一 
 「 未定 」※２題予定  

Ｎｏ．３ 


