
 
 

◇ 平成２８年７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 ７.１（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 1,000 円 

第 42 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、 
田辺三菱製薬㈱、第一三共㈱〉 

 講演（19 時～）           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 SGLT2 阻害剤の有用性の検討～CGM データも含めて～」 

産業医科大学 第一内科学講座 助教 黒住 旭 
 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 
 「肥満症 病態解明の進歩～糖尿病診療における SGLT2 阻害剤の活かし方～」 
    琉球大学医学部 副医学部長 琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病 

内科学講座（第二内科） 教授 益崎 裕章 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･23(1.0 単位)≫ 

 ７.５（火） 
１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 125 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．「バセドウ病患者における末梢血リンパ球フェノタイプの解析」 
   産業医科大学 第一内科学講座 黒住 旭、成澤 学、鳥本 桂一、岡田 洋右、田中 良哉 
２.「甲状腺ホルモン不応症の一例」            九州労災病院 小児科 河田 泰定 
３.「やせ薬（甲状腺ホルモン剤）中止により強皮症の改善を認めた一例（仮）」 

戸畑共立病院 三宅 育代 
 ４.「亜急性甲状腺炎に対するプレドニゾロン投与方法に関する検討」 

門司メディカルセンター 内科 新生 忠司 
産業医科大学 第一内科学講座 鳥本 桂一、黒住 旭、成澤 学、岡田 洋右、田中 良哉 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･19(0.5 単位)･82(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ７.８（金） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 

第 15 回乳癌の画像診断最前線～in kitakyushu～〈共催：乳癌の画像診断最前線、市医師会、第一三共㈱〉
 製品紹介：超音波造影剤『ソナゾイド』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）      座長  北九州市立医療センター 総括副院長 小野 稔 
 「Breast density～a white,black box～乳腺密度、白いブラックボックス」 
                     亀田京橋クリニック 診療部 部長代理 町田 洋一 
≪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)･73(0.5 単位)≫ 

 ７.８（金） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 35 回北九州胸部疾患研究会〈共催：北九州胸部疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 
                 司会  新小倉病院 呼吸器センター 診療部長 花桐 武志 
 ミニレクチャー 
 「非小細胞肺癌薬物療法最近のトピックス～EGFR mutation 陽性を中心に～」 
                             新小倉病院 呼吸器外科 森 將鷹 
 一般演題 
 １.「重度喘息に対する気管支温熱療法～自験例も含め～」 
                    飯塚病院 呼吸器病センター 呼吸器内科 浅地 美奈 
 ２.「完全胸腔鏡下肺葉切除術（仮）」 
                国立病院機構小倉医療センター 呼吸器外科 医長 田村 和貴 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･46(0.5 単位)･79(0.5 単位)≫ 

 ７.８（金） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 35 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㈱〉 
 テーマ：「どこまでやるか、肩関節の外来リハ」  
肩関節レクチャー       座長  製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 鈴木 裕也 

 「クリニックにおける肩関節診療の実際」      しらにた整形外科クリニック 白仁田 厚 
 一般演題 
 「当院での肩関節疾患に対する外来リハビリテーション」 
     やすなが整形外科 末永 一博、しらにた整形外科クリニック 東郷 進、 
     竹内リウマチ整形外科クリニック 水上 勝義、たなか整形外科クリニック 藤村 達志 
≪取得単位数…2.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(2.5 単位)≫ 

 ７.１１（月） 
１８時４５分 

 
 
 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 

ＴＫＰ小倉シティセンター
 
 

＜会場変更＞ 
 

※会費 500 円 

第 15 回北九州疼痛治療研究会〈共催：北九州疼痛治療研究会、市医師会、ヤンセンファーマ㈱〉 
 情報提供：『トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠』（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）                座長  肘岡整形外科医院 院長 肘岡 昭彦 
 「慢性疼痛治療薬処方に際しての工夫」 
                  医療法人健愛会 健愛記念病院 関節外科部長 田中 秀敏 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  医療法人健愛会 健愛記念病院 副院長 池田 聡 
 「新たな視点に立った腰痛マネジメント」 

東京大学医学部附属病院 22 世紀医療センター 運動器疼痛メディカルリサーチ＆ 
マネジメント講座 特任教授 松平 浩 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･60(1.0 単位)≫ 

 ７.１２（火） 
１９時 

ＴＫＰ小倉シティセンター
 
 
 

平成 28 年度第１回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 225 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、大日本住友製薬㈱〉 

 講演           座長  国立病院機構小倉医療センター 消化器内科医長 山縣 元 
 「対策型胃がん内視鏡検診の現状と課題」   福岡赤十字病院 消化器内科 部長 平川 克哉 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･21(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

 ７.１３（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会７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  製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎、北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 消化器内科 荻野 治栄 

症例検討（３題予定） 
 教育講演 
 「当院が経験した胃粘膜下腫瘍」      北九州市立医療センター 消化器内科 荻野 治栄 
≪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)≫ 

 ７.２０（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 23 回心血管病予防研究会〈共催：心血管病予防研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
 一般講演             座長  小倉記念病院 循環器内科 主任部長 安藤 献児 
 「循環器内科医が考える糖尿病治療」     小倉記念病院 循環器内科 副部長 蔵満 昭一 
 特別講演                     座長  門司掖済会病院 院長 阿部 功 
 「ライフスタイルと未来を護る糖尿病診療～beyond the BG control～」 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授 野見山 崇 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年７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 ７.２０（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４回北九州脈管と血栓塞栓症研究会〈共催：北九州脈管と血栓塞栓症研究会、市医師会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉
 一般講演              座長  産業医科大学 第二内科学 准教授 園田 信成 
 １.「原因別の治療が必要であった深部静脈血栓症の症例」  JCHO 九州病院 総合診療部 芥野 絵里 
 ２.「当院における補助循環を要する急性肺塞栓症の検討」 

小倉記念病院 循環器内科 医長 平森 誠一 
 特別講演                 座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「深部静脈血栓症のエコー診断～発見・治療から医療連携まで～」 

医療法人松尾クリニック 理事長・藤田保健衛生大学 客員教授 松尾 汎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ７.２１（木） 
１９時１５分 

ホテルクラウンパレス小倉
３階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 

第 285 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、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『ミティキュア ダニ舌下錠』（19 時 15 分～） 
 一般演題（２題予定）（19 時 30 分～） 
 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 
 「スギ花粉症舌下免疫療法の実地臨床プランニング～最近２年間 359 例の臨床像と 11 年の 

臨床研究から得た私のレシピ～」 
                             ゆたクリニック 院長 湯田 厚司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 ７.２１（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 

７月度北九州市皮膚科医会学術講演会 
〈共催：市皮膚科医会、北九州乾癬研究会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 

製品紹介：『レミケード』について（19 時～） 
講演（19 時 15 分～）           座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
「北九州で展開する生物学的製剤治療」 

日野皮フ科医院 院長（産業医科大学乾癬外来担当）日野 亮介 
特別講演（19 時 45 分～）         座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
「乾癬治療と臨床・基礎の新たな展開」    高知大学医学部 皮膚科学講座 講師 中島 英貴 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･13(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 ７.２７（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 

平成 28 年度第１回北部福岡感染症研究会 
〈共催：北部福岡感染症研究会、県臨床衛生検査技師会、市医師会、ファイザー㈱〉 

症例発表（19 時～） 
特別講演（19 時 30 分～）            座長  産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
「呼吸器感染症の治療と予防戦略 2016～肺炎と耐性菌対策を中心に～」 

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(0.5 単位)･13(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 ７.２９（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」

 
 
 
 
 
 

第 491 回北九州精神科集談会 
〈共催：北九州精神科医会、市医師会、持田製薬㈱、田辺三菱製薬㈱、吉富薬品㈱〉

 情報提供：抗うつ薬『レクサプロ錠』 
 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 
 「Escitalopram の血漿ｶﾃｺﾗﾐﾝ代謝産物濃度及び血清脳由来神経栄養因子（BDNF）濃度への影響」    

産業医科大学 精神医学教室 助教 山名 正人 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「社交不安症の診断と治療」 

北海道大学大学院医学研究科 医学専攻 神経病態学講座 北海道大学保健センター  
准教授 朝倉 聡 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･5(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ７.２９（金） 
１９時 

 
＜会場変更、 

演題、CC 追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
４階 「エメラルド」 

 
 
 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

第 53 回北九州小児血液･腫瘍懇話会〈共催：北九州小児血液・腫瘍懇話会、市医師会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱〉
 一般講演               司会  産業医科大学 小児科学教室 助教 本田 裕子 
 １.「交換輸血を試行した乳児白血病」            産業医科大学 小児科 島本 太郎 
 ２.「ニューモシスチス肺炎と診断された症例の経験」  

北九州市立医療センター 小児科 前原 健二、江島 多奉、野口 貴之、日高 靖文 
 ３.「ヒトパルボウイルスＢ19 による赤芽球癆の発症を契機に溶血性貧血を疑った症例の経験」 

産業医科大学 小児科 樋口 尚子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･15(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ７.３１（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 20 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、ｻﾉﾌｨ㈱〉
 １.講演（9時 40 分～）座長  門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 糖尿病・代謝内分泌内科 内科部長 新生 忠司 
  １）「食事療法」          北九州総合病院 栄養管理課 管理栄養士 真渓 香代子 
  ２）「大血管合併症について」            山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
  ３）「糖尿病とうつ」              九州大学病院 心療内科 助教 波夛 伴和 
 ２.ランチョンセミナー（12 時～）  座長  JCHO 九州病院 内分泌代謝内科 医長 足立 雅広 
  「高齢者糖尿病マネジメント：より安全で効果的な薬剤選択（仮）」 
                   九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 助教 園田 紀之 
 ３.糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～） 

座長  門司メディカルセンター 糖尿病・代謝内分泌内科 内科部長 新生 忠司 
症例提示  門司掖済会病院 内科 井元 博文 

≪取得単位数…4.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･8(0.5 単位)･15(0.5 単位)･23(0.5 単位)･ 
73(0.5 単位)･75(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

門 司 ７.２６（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

門司区医師会 
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  ＪＲ九州病院 消化器内科 主任医長 光岡 浩志 
≪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 ７.１５（金） 
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、小野薬品工業㈱〉 
 一般演題（19 時～）             座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「最近の糖尿病治療薬の話題」         製鉄記念八幡病院 糖尿病内科部長 野原 栄 
 特別講演（20 時～）            座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「法医学における心臓突然死への取り組み～病理学、遺伝学、中毒死（ｶﾌｪｲﾝ他）からのｱﾌﾟﾛｰﾁ」 
                         福岡大学医学部法医学教室 教授 久保 真一 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･5(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年７月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
 
 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

 ７.２６（火） 
１９時 

小倉医師会介護サービス 
総合センター 

小倉医師会かかりつけ医認知症の会「第 10 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                         座長  加生医院 院長 加生 忠洋 

 「認知症診療とケアのここに注意！（実症例を交えて）」 
      徳力団地診療所 院長 山家 滋、木村医院 院長 木村 喜男、政所ｸﾘﾆｯｸ 院長 政所 広行 
≪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)･29(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

八 幡 ７.５（火） 
１９時 

 
 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

八幡認知症研究会〈共催：八幡認知症研究会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介:アルツハイマー・レビー小体型認知症治療薬『アリセプト』最近の話題（19 時～）  
 症例検討（19 時 10 分～）               座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
 「独居生活での服薬管理と精神的不安の改善へ向けて～ﾚﾋﾞｰ小体型認知症の診断を受けた一症例～」 
                          訪問看護ステーションふらて 古殿 照代 
 講演（19 時 30 分～）                 座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
 「認知症の人と家族に今できること～早期診断と治療～」 

大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 診療教授 吉岩 あおい 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･13(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ７.７（木） 
１９時 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 
 
 

第 205 回八幡医学会〈主催：八幡医師会〉 
 一般講演（19 時～）    座長  ＪＣＨＯ九州病院 副院長、八幡医師会 理事 内山 明彦 
 「治療可能な認知症、歩行障害、尿失禁、特発性正常圧水頭症の病態と治療」 
            済生会八幡総合病院 副院長、脳神経外科センター 主任部長 岡本 右滋 
 特別講演（19 時 30 分～）        座長  ＪＣＨＯ九州病院 泌尿器科部長 原野 正彦 
 「ここまで来た腹腔鏡、ロボット手術」    九州大学医学研究院 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)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ７.１４（木） 
１９時 

 
 

ウェルとばた 
多目的ホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 36 回八幡リハビ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、エーザイ㈱〉 
 製品説明：アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤『アリセプト D錠』（18 時 45 分～） 
 一般演題（19 時～） 座長  産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 副技師長 明日 撤 
 １.「心疾患発症後の復職・失職状況と運動耐容能、メンタルヘルスの関係」 

産業医科大学 リハビリテーション部 理学療法士 久原 聡志 
 ２.「産業医学領域に従事するリハビリテーション専門職の現状～アンケート調査を通して～」 
                 産業医科大学 リハビリテーション部 理学療法士 石倉 龍太 
 講演１（19 時 20 分～） 
「レビー小体型認知症とパーキンソンニズム」   たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 

 講演２（19 時 50 分～） 
 「予防的リハビリテーション～障害予防におけるリハビリテーションの役割～」 

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･62(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ７.１５（金） 
１８時４０分 

 
 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 144 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：レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬『トレリーフ』 
 特別講演                  座長  ＪＣＨＯ九州病院 副院長 山本 英雄 
 「神経変性疾患の病態抑止治療を目指して」 産業医科大学 神経内科学講座 教授 足立 弘明 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ７.２０（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡臨床外科医会７月度例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：不眠症治療薬『ルネスタ錠』について 
 講演                    座長  ＪＣＨＯ九州病院 副院長 内山 明彦 
 「不眠症治療における最近の工夫～ベンゾジアゼピン系睡眠薬からＺ drug への潮流～」 
                            有吉祐睡眠クリニック 院長 有吉 祐 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ７.２１（木） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉 
 特別講演                        司会  三浦医院 院長 三浦 力 
 「肝疾患と小胞体ストレス：脂肪性肝疾患を中心に」  産業医科大学 第三内科学 教授 原田 大 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 ７.２８（木） 
１８時４５分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 41 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：コレステロール吸収阻害剤『ゼチーア錠』話題提供（18 時 45 分～） 
 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 
 １.「肺高血圧の一例」              北九州市立八幡病院 循環器内科 北野 哲司 
 ２.「低左心機能に僧帽弁逆流を合併した一例」   北九州市立八幡病院 循環器内科 三浦 俊哉 
 講演（20 時～）            司会  つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
 「抗 PCSK9 抗体と家族性高コレステロール血症」    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)…19(0.5 単位)･24(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

産医大 ７.１９（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 455 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉 
 テーマ：ＩＣＵ領域における血液浄化療法 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･73(0.5 単位)･84 (0.5 単位)≫ 

その他 ７.１４（木） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉
 
 
 

第 392 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 講演 
 「学童期に発見される心疾患～学校心臓検診を中心に～」 
                  国立病院機構小倉医療センター 小児科医長 山口 賢一郎 

 ７.２６（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

第 559 回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〉 
 演題            司会  医療法人海の弘毅会新北九州腎臓クリニック 土師 正文 
 「 未定 」※２題予定  

Ｎｏ．３ 


