
 
 

◇ 平成２８年６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 ６.３（金） 
１８時５０分 
 

ステーションホテル小倉 
４階「吉祥」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 22 回福岡山口臨床不整脈研究会〈共催：福岡山口臨床不整脈研究会、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
 薬剤情報提供（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～）        座長  ＪＣＨＯ九州病院 循環器科 医長 折口 秀樹 
 １.「 未 定 」          北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 
 ２.「ｻﾙｺｲﾄﾞｰｼｽに伴う心室頻拍ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ症例」     九州大学病院 循環器内科 加来 秀隆 
 ３.「亜急性心筋炎後心室頻拍に対して心外膜側からのｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝが有効であった一例」 

山口大学大学院 医学系研究科 器官病態内科学 石口 博智 
 ４.「心房細動ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ周術期における抗凝固剤と抗血小板剤併用の現状」 
                           小倉記念病院 循環器内科 東北 翔太 
 特別講演（20 時～）      座長  北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 
 「 未 定 」                榊原記念病院 循環器内科 医長 井上 完起 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

 ６.８（水） 
１９時 

 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会６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  おんが病院 消化器内科･院長 矢田 親一朗、小倉記念病院 消化器内科部長 吉田 智治 
症例検討（２題予定） 

 教育講演 
 「直腸静脈瘤の治療」              小倉記念病院 消化器内科部長 吉田 智治 
≪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)≫ 

 ６.１６（木） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 44 回北九州小児感染症懇話会・第 527 回北九州地区小児科医会例会 
〈共催：北九州小児感染症懇話会、北九州地区小児科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉

 製品紹介：『クラリス』 
 一般講演（19 時～）            座長  牧山中央病院 小児科部長 梶原 康巨 
 「マクロライド関連について（仮）」            北九州市立八幡病院 村上 珠菜 
特別講演（19 時 30 分～）               座長  北九州八幡東病院 白幡 聡 
「新興・再興ウイルス感染症：日本における SFTS と 2014 年東京におけるデング熱の流行」 

国立感染症研究所 ウイルス第１部 部長 西條 政幸 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･26(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 ６.１６（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階「オーキッド」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 回北九州消化管研究会〈共催：北九州消化管研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
 製品紹介：『タケキャブ錠』の製品概要について 
 一般演題                座長  九州労災病院 消化器内科部長 板場 壮一 
 「最近当院で経験した稀な上部消化管異物症例」    九州労災病院 消化器内科 田中 俊行 
 特別講演                座長  産業医科大学 内視鏡部 部長 芳川 一郎 
 「胃がん撲滅をめざして～ABC 分類に基づく胃がん検診、H.ｐylori 除菌治療、除菌後ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ 

の coordination～」  淳風会健康管理センター 副センター長 旭ヶ丘病院 院長代理 井上 和彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･15(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

 ６.１６（木） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉
３階「ダイヤモンドホール」

 
 
 

北九州市皮膚科医会研修会〈主催：市皮膚科医会、市医師会、佐藤製薬㈱〉 
 製品紹介：爪白癬治療剤『ルコナック爪外用液 5%』 
 特別講演              座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 １.「爪白癬治療、皮膚真菌症のあれこれ」 

  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 皮膚病態学 准教授 竹中 基 
 ２.「凡人が語る凡人の為の悪性黒色腫 38 年」 和歌山県立医科大学 皮膚科 教授 古川 福実 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.１６（木） 
１８時３０分 

ホテルニュータガワ 
２階「雅」 

 
 

第 490 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ブロック会、 
市医師会、ファイザー㈱〉 

 製品紹介：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬『イフェクサーSR』 
 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 
 「クリニックにおけるイフェクサーSR の使用経験」  はたけやまクリニック 院長 藤岡 淳子 
 特別講演              座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「大脳基底核と精神･神経学的機能と症状～認知機能障害や抑うつ･不安など感情の障害をめぐって～」

 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科精神機能病学分野 教授 佐野 輝 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ６.１７（金） 
１８時５０分 

健和会大手町病院 
健和看護学院４階 研修室

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第９回北九州 ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～ 
〈共催：北九州 ER～Critical Care Conference～、市医師会、大正富山医薬品㈱） 

 情報提供：βラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤『ゾシン静注用』 
 一般演題（19 時～）              座長  健和会大手町病院 院長 西中 徳治 
 「当院に搬送された墜落外傷の分析」         健和会大手町病院 外科部長 三宅 亮 
 特別講演（19 時 30 分～）            座長  健和会大手町病院 院長 西中 徳治 
 「敗血症の新定義～院内における敗血症早期診断と介入～」 
                     聖マリアンナ医科大学 救急医学 教授 藤谷 茂樹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･16(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ６.１７（金） 
１８時３０分 

 
＜演題変更＞ 

千草ホテル 
１階 鶴の間 

 
 
 

第 314 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～） 
 「骨軟部疾患の非典型的画像所見」    産業医科大学 放射線科学教室 准教授 青木 隆敏 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

 ６.２２（水） 
１９時 

 
＜演題追加＞ 

 

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 25 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㈱〉
 情報提供：『レミケード点滴静注用 100』 
 一般演題             座長  ＪＲ九州病院 内科部長 古郷 功 

産業医科大学 第１内科学講座 講師 中野 和久 
 １.「関節リウマチ治療における外来看護師の課題」 ＪＣＨＯ福岡ゆたか中央病院 松田 美智子 
 ２.「血清反応陰性関節炎への検討」    北九州八幡東病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 部長 原口 和史 
 ３.「RA に対する Bio switch を考える～抗製剤抗体を考慮した Bio 選択～」 

 産業医科大学 第１内科学講座 准教授 齋藤 和義 
 特別講演             座長  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 
 「画像を応用した関節リウマチのＴ２Ｔ」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻先進予防医学講座 
リウマチ・膠原病内科学分野 教授 川上 純 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･62(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年６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 ６.２４（金） 
１８時４５分 

ホテルニュータガワ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 21 回北九州スポーツリハビリテーション研究会 
〈共催：北九州スポーツリハビリテーション研究会、市医師会、科研製薬㈱〉

製品紹介：関節機能改善剤『アルツディスポ関節注 25 ㎎』（18 時 45 分～） 
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.「プロサッカーチームを対象とした指導者体制の違いによる傷害の検討」 

田原整形外科 リハビリテーション科 目良 寛巳 
 ２.「当院での腰椎疾患手術後のリハビリテーション」 

JCHO 九州病院 リハビリテーション部 井上 智之 
 ３.「腰椎分離症症例に対する運動機能評価とその有用性」 

西尾病院 リハビリテーション科 森口 晃一 
特別講演（20 時～）       司会  ＪＣＨＯ九州病院 整形外科 診療部長 土屋 邦喜 
「トップアスリートに対する最小侵襲脊椎手術と競技復帰リハビリテーション」 

筑波学園病院 整形外科 リハビリテーション科 部長 坂根 正孝 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･60(0.5 単位)･72(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.２４（金） 
１８時４５分 

ＫＭＭビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 36 回北九州高次脳機能研究会〈共催：北九州高次脳機能研究会、市医師会、エーザイ㈱〉 
製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠』（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）          座長  産業医科大学 神経内科学 教授 足立 弘明 
「認知症（レビー小体型を含めた）の鑑別診断と画像」 

佐賀大学医学部附属病院 神経内科 教授 原 英夫 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･29(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ６.２９（水） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

第５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、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：不眠症治療薬『ルネスタ錠』（19 時～） 
 講演（19 時 10 分～）                 座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
 「認知症の社会的負担を軽減するために～久山町研究からの知見と DLB への対応」 
                 九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 講師 小原 知之 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･13(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ６.２９（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

北九州国際会議場 
メインホール 

 
 

※会費 500 円 

第 24 回北九州感染制御研究会〈共催：KRICT、市医師会、Meiji Seika ファルマ㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）                座長  KRICT 理事長 松本 哲朗 
 「感染症と感染制御の動向」                北多摩病院 副院長 戸塚 恭一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

 ６.３０（木） 
１９時３０分 

 
＜追 加＞ 

産業医科大学 
ラマツィーニホール 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 32 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、ファイザー㈱〉 
 情報提供（18 時 30 分～） 
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（18 時 45 分～） 

 シンポジウム（19 時 30 分～） 
 １.「北九州大腿骨近位部骨折地域連携パスの歴史」       北九州八幡東病院 原口 和史 
 ２.「大腿骨近位部骨折地域連携パスにおける骨粗鬆症リエゾンサービスの役割」 

健愛記念病院 整形外科部長 池田 聡 
 ３.「北九州地域連携パス改定のポイント」  産業医科大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座 助教 加藤 徳明 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(1.0 単位)･77(0.5 単位)≫ 

門 司 ６.１５（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、大塚製薬㈱〉 
 製品紹介：バソプレシン V2 受容体拮抗剤『サムスカ錠』について 
 講演                     座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
 「ADPKD 病診連携とトルバプタンの最新知見」  

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)…12(1.0 単位)･65(0.5 単位)≫ 

小 倉 ６.１５（水） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階「クリスタル」 

 

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、マイラン EPD 合同会社〉 
 特別講演                   座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「慢性便秘と下部消化器疾患（地域医療としての診療と取り組み）」 
                  北九州市立医療センター 消化器内科 主任部長 秋穂 裕唯 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･15(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

 ６.２３（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 391 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 講演１．「脳形成異常 最近の話題」     北九州市立総合療育センター 小児科 友納 優子 
 講演２．「発達障害外来の現状と課題その２ 適切な問診項目に関する検討」 
                       北九州市立総合療育センター 小児科 鈴木 聖子 

八 幡 ６.２（木） 
１８時５０分 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第５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、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱〉

 製品紹介:気管支喘息治療剤『シムビコート』（18 時 50 分～）  
 症例検討（19 時～）             司会  北九州市立八幡病院 内科 川口 浩太郎 
 １.「閉塞性腎盂腎炎の一例」           北九州市立八幡病院 泌尿器科 松本 博臣 
 ２.「重症筋無力症の一例」              北九州市立八幡病院 内科 末永 章人 
 特別講演（19 時 50 分～）                  司会  権頭クリニック 権頭 聖 
 「八幡病院 呼吸器内科の診療について」     北九州市立八幡病院 呼吸器内科 星野 鉄兵 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ６.７（火） 
１８時３０分 

 
 

ホテルクラウンパレス小倉
 
 
 
 
 
 

北九州産婦人科医会・八幡産婦人科医会学術講演会 
〈共催：北九州産婦人科医会、八幡産婦人科医会、日本新薬㈱〉

 学術情報:『ルナベル配合錠』について（18 時 50 分～）  
 一般演題（19 時～）               座長  八幡産婦人科医会 会長 大塚 治夫 
 「婦人科腫瘍に対する腹腔鏡手術」          久留米大学産婦人科 講師 津田 尚武 
 特別講演（19 時 30 分～）          座長  北九州産婦人科医会 会長 濱口 欣也 
 「HPV ワクチンの現状と展望」          久留米大学産婦人科 主任教授 牛嶋 公生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ６.９（木） 
１９時 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 

救急医療における八幡医師会と関係機関の連携に係る研修会〈主催：八幡医師会〉 
 講演   司会  八幡医師会理事・北九州地域救急業務ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会 会長 伊藤 重彦 
 「病院前救急医療体制における消防庁の取組（仮）」 
                 消防庁 消防・救急課 救急企画室 救急専門官 森川 博司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年６月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 ６.１５（水） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡臨床外科医会６月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、アストラゼネカ㈱、第一三共㈱〉 
 情報提供：『ネキシウムカプセル』の有用性について 
 特別講演（19 時 10 分～）             座長  有吉クリニック 院長 有吉 俊一 
 「NSAIDs による消化管粘膜障害」 製鉄記念八幡病院 消化器内科部長 内視鏡センター長 中村 滋郎
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･21(0.5 単位)≫ 

 ６.１６（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、久光製薬㈱〉 
 製品紹介：『モーラスパップ XR120 ㎎』（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）              座長  まつもと内科クリニック 院長 松元 茂 
 「経皮鎮痛消炎剤の最近の話題」          前川整形外科クリニック 院長 前川 和道 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…57(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

産医大 ６.１０（金） 
１８時５０分 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
「サファイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 30 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、第一三共㈱〉

 症例検討（18 時 50 分～） 
 「当院における DOAC の使用経験について（仮）」   産業医科大学 第２内科学 助教 林 篤史 
 教育講演（19 時 20 分～） 
 「検尿、電解質異常の見方（仮）」       産業医科大学 第２内科学 学内講師 宮本 哲 
 特別講演（19 時 50 分～） 
 「血栓症舞台の役者達：PAMPs/DAMPs、NETs が創る新しい血栓の病理病態像」 
        鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 システム血栓制御学 特任教授 丸山 征郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･73(0.5 単位)78･(1.0 単位)≫ 

産医大 ６.１５（水） 
１９時 

産業医科大学２号館 
２階 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 43 回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー 
〈担当：関門地域感染症研究会、産業医科大学感染制御部、産業医科大学医師会〉 
 コアレクチャー 
 「細菌検査と抗菌化学療法②ｸﾞﾗﾑ陰性菌と抗菌化学療法」   産業医科大学感染制御部 鈴木 克典 
 症例検討 
 「グラム陰性菌による敗血症の一例」 
 「グラム陰性菌による深部膿瘍の一例」 
 「グラム陰性菌による難治性尿路感染症の一例」 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･64(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 454 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：呼吸器内科〉 
 テーマ：間質性肺炎の診断と治療における最近の話題 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･45(0.5 単位)46･(0.5 単位)≫ 

その他 ６.１８（土） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 

第 39 回福岡大学医学部同窓会「烏帽子会」北九州支部総会・記念学術講演 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉

 総会（18 時～） 
 記念学術講演（18 時 30 分～） 座長  健和会大手町病院 内科循環器内科 部長 井上 三保子 
 「動脈硬化性心血管疾患の予防ﾀｰｹﾞｯﾄ」  福岡大学医学部 心臓・血管内科学 准教授 三浦 伸一郎 

 ６.２８（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 

第 558 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、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  門司メディカルセンター 糖尿病・代謝内分泌内科 新生 忠司 
 １.「当院におけるリラグルチドの使用経験について」 
                門司メディカルセンター 齋藤 昌大、久能 芙美、新生 忠司 
 ２.「未治療糖尿病患者に合併した巨大感染性粉瘤の１例」 
   「短期間の芍薬甘草湯投与により胸・腹水・陰嚢水腫を来たした糖尿病の１例」 
                    遠賀中間医師会 おんが病院 糖尿病内科 大江 宣春 

Ｎｏ．３ 


