
 
 

◇ 平成２８年９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 ９.２（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
４階「豊饒の間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 253 回北九州整形外科医会〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉 
 製品紹介：骨粗鬆症治療剤『ボンビバ』（19 時～） 
 一般演題（19 時 15 分～）             座長  九州労災病院 副院長 神宮司 誠也 
 「当院における高齢者大腿骨近位部骨折症例の術後骨粗鬆症治療の実態」 

九州労災病院 整形外科 安田 廣生 
 特別講演（19 時 30 分～）            座長  九州労災病院 副院長 神宮司 誠也 
 「我が国の整形外科の現状と未来」               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(1.0 単位)≫ 

 ９.２（金） 
１８時５０分 
 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 
 
 

第 492 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、大塚製薬㈱〉 

情報提供：抗精神病薬『エビリファイ』について 
一般講演              座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「かなめクリニックでのリワークデイケア４年間の効果」    かなめクリニック 院長 要 斉 
特別講演                 座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「統合失調症薬物療法の動向～持続性抗精神病薬の有用性について～」 

関西医科大学 精神神経科 教授 木下 利彦 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･68(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ９.２（金） 
１８時４０分 

 
＜追 加＞ 

ＴＫＰ小倉シティセンター
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 医師 1,000 円 

第 18 回北九州内視鏡外科（KES）セミナー〈共催：北九州内視鏡外科（KES）、市医師会、 
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ㈱〉

 製品説明（18 時 40 分～） 
 一般演題（18 時 50 分～） テーマ：看護師教育体制と臨床工学技士の役割について 
  座長  国立病院機構小倉医療センター 手術室師長 中武 佳恵 

済生会八幡総合病院 手術室師長 矢野東 和代 
 １.「教育改善の取組み」            北九州市立医療センター 手術室 福岡 満里奈 
 ２.「PNS の取り組みについて」              北九州総合病院 手術室 堀川 綾子 
 ３.「産医大での臨床工学技士の役割」          産業医科大学 臨床工学部 春藤 毅之 
 教育講演（19 時 20 分～）         座長  産業医科大学 第一外科 教授 平田 敬治 
 「当科で行っている膨潤局所麻酔腹腔鏡下ヘルニア修復術（ｔ－TAPP）」 
                           門司メディカルセンター 外科 松村 勝 
 特別講演（19 時 45 分～）  座長  北九州総合病院 院長 永田 直幹 
 「大腸癌に対する手術～腹腔鏡下手術で均てん化～」 北里大学医学部 外科学 専任講師 佐藤 武郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･8(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ９.３（土） 
１５時 

 
＜会場変更＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「エンパイアルーム」

 
 

３階「クリスタル」 
 
 
 

※会費 500 円 

第 33 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、第一三共㈱〉 
 情報提供：『リクシアナ錠』（15 時～） 
 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（15 時 15 分～） 
 特別講演（16 時～）     座長  産業医科大学リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
 「大学病院におけるリハビリテーション科の役割」 
                横浜市立大学医学部リハビリテーション科学教室 教授 中村 健 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)≫ 

 ９.６（火） 
１８時４５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 15 回北部福岡臨床救急セミナー〈共催：北部福岡臨床救急セミナー、市医師会、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『注射用フサン』（18 時 45 分～） 
 特別講演Ⅰ（19 時～）           座長  産業医科大学 救急医学 教授 真弓 俊彦 
 「重症急性膵炎の初期病態に対する治療方針～動注療法の真価を問う医師主導治験～」 
                         東北大学病院 消化器内科 講師 廣田 衛久 
 特別講演Ⅱ（19 時 45 分～） 座長  北九州市立八幡病院 副院長兼救命救急ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 伊藤 重彦 
 「外傷診療の基本から匠まで」           堺市立病院機構 副理事長 横田 順一朗 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･16(0.5 単位･53(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ９.８（木） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 28 年度第 2 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 95 回北九州肝腫瘍研究会 
情報提供（19 時～）         〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、ＥＡファーマ㈱〉 

 症例提示                  座長  新小倉病院 肝臓病センター 山下 信行 
 Ⅰ.「集学的治療で長期生存が得られている肝腫瘍の一例」   九州労災病院 肝臓内科 中村 吏 
 Ⅱ.「外傷を契機に指摘され診断に迷った肝腫瘍の一例」       小波瀬病院 外科 森 尚秀 
 教育講演 
 「DAA 治療における AFP と M2BPGi の推移」       新小倉病院 肝臓病センター 山下 信行 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･15(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 ９.９（金） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 39 回北九州糖尿病の集い〈共催：北九州糖尿病の集い、北九州糖尿病教育を考える会、 
市医師会、大日本住友製薬㈱〉 

 製品紹介：糖尿病治療薬 
 特別講演（19 時 10 分～）            座長  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 
 「糖尿病と腸内細菌叢」      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…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･23(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ９.９（金） 
１８時４５分 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 119 回北九州外科研究会〈共催：北九州外科研究会、市医師会、㈱ﾔｸﾙﾄ、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱、科研製薬㈱〉 
 製品紹介：『ワントラム錠』（18 時 45 分～） 
 演題発表（19 時～） 
 １.「ハーセプチン、パージェタ、タキソールが有効だった乳癌肺肝転移の１例」 
                               ＪＲ九州病院 外科 自見 政一郎 
 ２.「人工血管置換術後の遠隔器合併症として二次性大動脈腸管瘻を生じた１例」 

下関市立市民病院 外科 安元 慧大朗 
 ３.「遷延性術後痛の薬物療法（仮）」             ＪＣＨＯ九州病院 外科 木村 英世 
 ４.「大腸癌における Monocarboxylate transporter(MCT)４発現の意義（仮）」 
                              産業医科大学 第１外科 天池 孝夫 
 ５.「Ｔ細胞受容体遺伝子導入療法を利用した細胞療法（仮）」産業医科大学 第２外科 桒田 泰治 
 ６.「 未 定 」                        新小倉病院 外科 鬼塚 哲 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･25(0.5 単位)31(0.5 単位)･42(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年９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 ９.１３（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 

平成 28 年度第 1 回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 226 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイラン EPD 合同会社〉 

 製品紹介（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）       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 
 「炎症性腸疾患と発癌」              九州大学病院 消化管内科 講師 江﨑 幹宏 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･50(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

 ９.１４（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会９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  水北第一病院 内科 中村 守、ＪＣＨＯ九州病院 放射線科 平賀 聖久 
 症例検討（３題予定） 
 教育講演 
 「十二指腸へ脱出する胃病変」         ＪＣＨＯ九州病院 放射線科 医長 平賀 聖久 
≪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)≫ 

 ９.１４（水） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 

第 20 回豊の国糖尿病と腎研究会〈共催：豊の国糖尿病と腎研究会、市医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的 SGLT2 阻害薬『スーグラ錠』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）         座長  いのくち内科クリニック 院長 井口 信夫 
 「糖尿病血管合併症予防をめざして」 

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 教授 西尾 善彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 ９.１５（木） 
１８時５０分 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 

北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、小野薬品工業㈱、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱〉
 製品紹介：免疫チェックポイント阻害薬について（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）          座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「悪性黒色腫の 新治療と診療連携について（仮）」 

静岡県立静岡がんセンター 皮膚科 医長 吉川 周佐 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ９.１６（金） 
１８時５０分 

 
＜演題追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 40 回北九州ショックカンファレンス〈共催：北九州ｼｮｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、日本血液製剤機構〉 
 一般講演（18 時 50 分～）             座長  製鉄記念八幡病院 麻酔科 池﨑 晃 
 １.「アンチトロンビンの全国観察研究について」        日本血液製剤機構 金枝 正恭 
 ２.「下肢手術後７日目の突然死の一例」        製鉄記念八幡病院 麻酔科 谷口 義章 
 ３.「腕神経叢ブロック（鎖骨上アプローチ）後に電撃性肺水腫を来した一例：低心機能患者に 

末梢神経ブロックは本当に安全か？」          北九州総合病院 麻酔科 西尾 仁 
 特別講演（19 時 35 分～）         座長  製鉄記念八幡病院 麻酔科 部長 佐野 治彦 
 「ショックにおける中心静脈ラインの功罪」 杏林大学医学部 麻酔科学教室 准教授 徳嶺 譲芳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･56(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ９.１６（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 316 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～） 
 「小児の頭蓋頸椎移行部病変の画像診断」   北九州市立医療センター 放射線科 松浦 由布子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)≫ 

 ９.１６（金） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 10 回北九州肺高血圧症アーベント〈共催：北九州肺高血圧症アーベント、市医師会、 
アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン㈱〉 

 製品紹介：『オプスミット○R 錠 10 ㎎』（19 時～） 
 症例発表（19 時 10 分～）※２題予定   座長  産業医科大学 第２内科学 学内講師 福田 祥大 
 特別講演（19 時 50 分～）        座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「呼吸器内科医が診るＰＨ/ＰＡＨ」     ＪＲ東京総合病院 呼吸器内科 部長 山田 嘉仁 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･15(0.5 単位)･33(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

平成 28 年度胃がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                  座長  戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
 １.「北九州市胃がん検診（内視鏡検査）について」      北九州市保健福祉局 健康推進課 
 ２.「福岡市における胃内視鏡検診の立ち上げから現状まで」 
                       福岡市医師会消化管検診部会 委員長 北川 晋二 
≪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)･82(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（火） 
１８時３０分 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

第 10 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための感染対策ｾﾐﾅｰ、 
市医師会、市薬剤師会、県臨床衛生検査技師会、KRICT、杏林製薬㈱〉

 製品紹介：環境除菌・洗浄剤『ルビスタ』（18 時 30 分～） 
 セミナー（18 時 40 分～） テーマ：「標準予防策を振り返る」 

総合座長  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦   
座長  新行橋病院 ＣＮＩＣ 樋渡 美紀、戸畑けんわ病院 薬剤科 橋本 治 

 １.「手袋・エプロン・マスクのバリア性ってなに？」  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 ２.「理想と現実は違うよね！尿破棄・オムツ交換時のプロテクション～どこまで妥協できる？！ 

伝播リスクとコスト、作業手順を考慮して～」     新行橋病院 ＣＮＩＣ 樋渡 美紀 
 ３.「いまどき噂のＣＲＥとは？」             産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
 ４.「感染対策関連文献紹介コーナー」         北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 感染対策Ｑ＆Ａ  ＫＲＩＣＴ本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院ＣＮＩＣ 中川 祐子 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･10(0.5 単位)･11(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（火） 
１９時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「エンパイアルーム」

 
 

 

第 189 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〉 
 演題                      座長  猪原整形外科医院 院長 猪原 史敏 
 「高齢者慢性腰痛にどうアプローチするか？～診断から治療法まで～」  

九州労災病院 第二脊椎外科部長 今村 寿宏 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…59(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

 ９.２３（金） 
１９時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
 
 
 

※会費 開業医 3,000 円 
勤務医 1,000 円 

第 286 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〉 
 一般演題（19 時 30 分～）※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 
 「アレルギー性鼻炎の現況～疫学、治療について～」 川崎医科大学 耳鼻咽喉科 教授 原田 保 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年９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 ９.２７（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

 

第 3 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㈱〉 
 ビデオ上映：『麻疹風疹ワクチン』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）             座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
 「すぐに役立つ予防接種の話～現場に必要なスキルとテクニック～」 ふじおか小児科 藤岡 雅司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（水） 
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」

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 2 回北部福岡感染症研究会〈共催：北部福岡感染症研究会、市医師会、県臨床衛生検査技師会、 
第一三共㈱〉 

 情報提供：『クラビット点滴静注』について（18 時 45 分～） 
 症例発表（19 時～）             座長  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 特別講演（19 時 30 分～）           
 「周術期の抗菌薬療法を考える～欧米の“適正”は日本の“不適正”～」 

東邦大学医療センター大橋病院 外科 教授 草地 信也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･11(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 ９.２９（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成 28 年度第 3 回研修会〈共催：県泌尿器科医会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
 講演                 座長  産業医科大学 泌尿器科学 准教授 濱砂 良一 
 「局所進行前立腺癌に対する治療戦略」  

愛媛大学大学院 医学系研究科 泌尿器科学 教授 雑賀 隆史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･13(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫ 

 ９.２９（木） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

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 26 回豊の国糖尿病と眼研究会〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、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、市医師会、MSD㈱、参天製薬㈱〉

 一般演題（19 時～）                 座長  村上眼科医院 院長 村上 雅一 
 「高齢者糖尿病治療におけるインクレチン関連製剤の有用性」  

 北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「糖尿病黄斑浮腫のマネジメント」 東京女子医科大学 糖尿病センター 眼科 教授 北野 滋彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･36(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ９.２９（木） 
１９時 

ＴＫＰ小倉シティセンター
 
 
 
 
 
 
 
 

第 13 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、職域における睡眠呼吸障害研究会、 

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～）              座長  有吉祐睡眠クリニック 有吉 祐 
 「CPAP 受診間隔延長への取り組み」                霧ヶ丘つだ病院 森槌 康貴 
 特別講演（19 時 15 分～）                 座長  霧ヶ丘つだ病院 津田 徹 
 「進化した CPAP 療法～グローバルネットワーク医療の時代に～」 
                      徳永呼吸睡眠クリニック内科・呼吸法内科 徳永 豊 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ９.３０（金） 
１８時４５分 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 529 回北九州地区小児科医会例会・第 76 回北九州小児神経懇話会〈共催：北九州地区小児科医会、 
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：イーケプラ点滴静注における有用性（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.「発症早期に積極的治療介入を行い良好な経過をたどった急性壊死性脳症の女児例」 

北九州市立八幡病院 小児科 早野 駿祐 
 ２.「門脈体循環脳症の１症例」      国立病院機構小倉医療センター 小児科 緒方 怜奈 
 ３.「ゴーシェ病Ⅱ型患者の経過」      北九州市立総合療育センター 小児科 藤田 弘之 
 ４.「LEV 静注使用での注意点」           産業医科大学 小児科学教室 五十嵐 亮太 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･35(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

門 司 ９.５（月） 
１９時 

門司メディカルセンター 
 
 
 

第 64 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、門司メディカルセンター〉 
 演題  
 １.「関節鏡視下手術と拘縮肩に対するサイレントマニュピュレーションについて」 
                  門司メディカルセンター スポーツ整形外科部長 畠山 昌久 
 ２.「超高齢社会における悪性リンパ腫の治療」  門司メディカルセンター 血液内科部長 溝部 貴光 
 ３.「パーキンソン病とパーキンソン症候群」   門司メディカルセンター 神経内科 野原 聡平 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…25(0.5 単位)･61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ９.１２（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 

 ９.１３（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、久光製薬㈱〉 
 製品紹介：経皮鎮痛消炎剤『モーラスパップ XR120mg』 
 講演                        
 「股関節疾患・外傷の診断と治療～小児から高齢者まで～」 
                  門司メディカルセンター 副院長 整形外科部長 大西 英生 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（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、持田製薬㈱〉 
 製品紹介：慢性疼痛/抜歯後疼痛治療剤『トラムセット配合錠』 
 講演                       座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
 １.「痛みへのアプローチ～プライマリ医としての疼痛治療～」  

さがら内科クリニック 院長 相良 昌秀 
２.「慢性疼痛の薬物治療と処方例～当院における NSAIDs 処方調査の結果を踏まえて～」 
                             赤池協同医院 副院長 片江 祐二 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.２７（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  西明内科消化器科医院 西明 真 
≪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)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２８年９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 ９.２７（火） 
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、中外製薬㈱〉 
 特別講演                    座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「骨粗鬆症性骨折に対する手術の進歩と骨折予防のための薬物治療」  
                         産業医科大学 整形外科学 教授 酒井 昭典 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･19(0.5 単位)･60(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ９.２９（木） 
１９時 
↓ 

９．２８（水） 
１９時 

 
＜日程変更＞ 

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ
地域医療研修ｾﾝﾀｰ 

↓ 
小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階会議室

 
＜会場変更＞ 

第 393 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 「福岡大学病院 NICU における新生児低体温療法の現状」 いのうえ小児科クリニック 井上 真改 

八 幡 ９.２（金） 
１８時５０分 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
１階 「サファイアルーム」

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 13 回八幡循環器疾患地域連携協議会〈共催：八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡内科医会、 
八幡医師会、ファイザー㈱、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱〉

 情報提供：『エリキュース錠』（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～）         座長  ＪＣＨＯ九州病院 循環器科 診療部長 毛利 正博 
 「心房細動の病態と治療（仮）」       ＪＣＨＯ九州病院 循環器科 診療部長 宮田 健二 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  ＪＣＨＯ九州病院 循環器科 診療部長 宮田 健二 
 「心不全パンデミックを心臓リハビリテーションで克服する～心リハチームビルディングと 

運動療法代替治療法の開発～」 
                北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学分野 絹川 真太郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･43(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.５（月） 
１９時 

千草ホテル 
別館１階 「鶴の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第４回肝疾患合併症を考える研究会〈共催：肝疾患合併症を考える研究会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
 総合司会  ＪＣＨＯ九州病院 内科 一木 康則 

 演題Ⅰ.「肝細胞癌腸骨転移に対して TACE を施行した一例（仮）」  
製鉄記念八幡病院 肝臓内科 医長 大穂 有恒 

演題Ⅱ.「肝性脳症の一例」                ＪＣＨＯ九州病院 内科 一木 康則 
演題Ⅲ.「門脈血栓症と腹水（仮）」  北九州市立八幡病院 外科/消化器肝臓病ｾﾝﾀｰ 丸山 圭三郎 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.１５（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳」 

 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、マイランＥＰＤ合同会社〉 
 製品紹介：慢性便秘症治療薬『アミティーザカプセル』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）                座長  谷内科クリニック 院長 谷 良樹 
 「慢性便秘症の診断と治療」          福岡市医師会成人病センター 院長 壁村 哲平 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡臨床外科医会９月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、ノバルティスファーマ㈱〉 
 製品紹介：『エクメット配合錠』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～） 座長  北九州市立八幡病院 外科・消化器外科主任部長 木戸川 秀生 
 「乳癌診療を通してみる将来のがん医療」      九州大学大学院 臨床・腫瘍外科 久保 真 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･5(0.5 単位)≫ 

戸 畑 ９.２７（火） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 
 
 

戸畑区内科医会学術講演会〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、武田薬品工業㈱、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：『タケキャブ錠』について 
 特別講演                       座長  戸畑共立病院 副院長 宗 祐人 
 「GERD 診療の ABC」                産業医科大学 内視鏡部 部長 芳川 一郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…52(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

産医大 ９.９（金） 
１９時 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
１階 「サファイアルーム」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 31 回医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会〈共催：医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会、 
産業医科大学医師会、武田薬品工業㈱〉

 Opening Lecture（19 時～） 
 「降圧機序の温故知新」              産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 
 症例発表（19 時 15 分～）        座長  産業医科大学 腎センター 教授 田村 雅仁 
 「薬剤性間質性腎炎による尿細管性アシドーシスのため高度の低 K血症を生じた１例」 
                      産業医科大学 第２内科学 専門修練医 岩垣 端礼 
 教育講演（19 時 30 分～）         座長  産業医科大学 腎センター 教授 田村 雅仁 
 「致死的イベントの一次予防を再考する」  産業医科大学 第２内科学 学内講師 荻ノ沢 泰司 
特別講演（20 時～）             座長  産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 

 「 高の高血圧治療を再考する」 旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科 教授 長谷部 直幸 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･24(0.5 単位)･43(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 456 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉 
 テーマ：胃癌の化学療法について 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･7(0.5 単位)･38(0.5 単位)≫ 

その他 ９.２７（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〉 
 演題１．「２型糖尿病透析患者における持続血糖モニタリング（CGM）を用いた血糖動態の検討」 
                      中間市立病院 人工透析センター 部長 稲田 良郁 
 演題２．「 未 定 」                        新小倉病院 村田 篤嗣 

Ｎｏ．４ 


