
 
 

◇ 平成２８年１０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 １０.１（土） 
１８時 

 
＜追 加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 

北九州ブロック眼科医会（秋）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
 演題        
 「加齢黄斑変性診断治療のアップデート」 
         福岡大学筑紫病院 眼科 准教授・九州大学病院 眼科 特任准教授 大島 裕司 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 １０.４（火） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 
 
 

福岡県透析医会北九州ブロック会第１回学習講演会〈主催：県透析医会北九州ブロック会、市医師会、 
鳥居薬品㈱〉

 講演１（19 時～）            座長  製鉄記念八幡病院 腎臓内科部長 柳田 太平 
 「福岡県透析医会災害対策概要～災害対策に備えた自己管理（食事療法を含めて）～」 

門司港腎クリニック 院長 田中 秀欣 
 講演２（19 時 50 分～）           座長 JCHO 九州病院 腎臓内科 医長 田村 恭久 
 「PD 患者の災害対策と連携を考える～東北大震災、熊本地震を振り返って～」 

小倉記念病院 透析看護認定看護師 西津 規 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･14(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １０.５（水） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】

第１回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 髙嶋 雅樹 
 １.「介護保険について」              北九州市保健福祉局介護保険課 認定審査係 
 ２.「ぼくらの地域包括ケア」    安成医院 院長・たまな在宅ネットワーク 代表 安成 英文 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･80(1.0 単位)≫ 

 １０.１３（木） 
１９時 

 
ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ 

訂正 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年度第１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 平野 英敏 

１.説明報告 
①「平成 27 年度乳幼児健診等結果について」 
②「ペリネイタルビジット事業について」 
③「児童虐待防止医療ネットワーク事業について」 

北九州市子ども家庭局 子ども家庭部 子育て支援課 
 ２.講演 
「子どもの虐待医学と社会 UP TO DATE 2016」北九州市立八幡病院 小児科主任部長 神薗 淳司 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 １０.１３（木） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 

第 34 回北九州心臓リハビリテーションセミナー〈共催：北九州心臓ﾘﾊﾋﾞ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～） 
症例検討Ⅰ（19 時～）              座長  門司メディカルセンター 川上 和伸 

 「超高齢心血管疾患患者の循環器治療と心臓リハビリテーション」 
                    門司メディカルセンター 循環器内科 部長 鈴木 義之 
                門司メディカルセンター 中央リハビリテーション部 末松 直子 
 症例検討Ⅱ（19 時 45 分～）             座長  製鉄記念八幡病院 藤島 慎一郎 
 １.「当院における心リハ患者の血圧と予後」 
                  製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科 部長 藤島 慎一郎 
 ２.「減塩指導」                  製鉄記念八幡病院 栄養管理部 増田 圭子 
 ３.「多職種介入により低血圧が改善した一例」 
                     製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 茅野 孝之 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 １０.１４（金） 
１９時 

ホテルアルモニーサンク 
２階 「テアートルマロン」

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 28 年度第 2 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 100 回北九州肺縦隔疾患研究会 
〈共催：北九州肺縦隔疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉

                     総合司会  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
教育講演（19 時～）   

 「肺がん薬物療法 update」            産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「これからの呼吸器疾患診療を考える」     産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(0.5 単位)･45(1.0 単位)≫ 

 １０.１８（火） 
１８時４５分 

リーガロイヤルホテル小倉
４階 「ロイヤルホール」

 
 
 

第 190 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  製鉄記念八幡病院 副院長 整形外科・リウマチ科部長 田山 尚久 
 「脊椎関節炎（SpA）の診断と治療」 

九州大学医学部医学研究院 整形外科学教室 教授 中島 康晴 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（水） 
１８時５０分 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 10 回排泄ケアを考える会〈共催：排泄ケアを考える会、市医師会、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：『トビエース錠』（18 時 50 分～） 
 ミニレクチャー（19 時～）        座長  製鉄記念八幡病院 泌尿器科部長 奥村 幸司 
 「排尿障害における診断ツール（仮）」     産業医科大学 泌尿器科学講座 助教 西井 久枝 
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
 「加齢に伴う女性の健康問題～泌尿器科疾患のセルフケアや治療を中心に～」 
               医療法人 LUNA 骨盤底トータルサポートクリニック 院長 関口 由紀 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･66(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 １０.２０（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 

北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱、ﾏﾙﾎ㈱〉 
 製品紹介（19 時～） 
 特別講演（19 時 20 分～）       座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「乾癬における生物学的製剤治療：５年間の総括と課題～当院での経験を踏まえて～」 
        公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 皮膚科 主任部長 戸田 憲一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年１０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 １０.２１（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 317 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～） 
 「アミロイドーシスについて（仮）」           JCHO 九州病院 放射線科 笠井 尚史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)≫ 

 １０.２６（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 181 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、EA ファーマ㈱、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（19 時～） 
 症例提示（２題予定） 
 ショートレクチャー 
 「肝・胆道外科と合併症コントロール」 

北九州市立八幡病院 外科/消化器・肝臓病センター 副院長 兼 センター長 岡本 好司 
≪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)≫ 

 １０.２７（木） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

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 4 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、 
市医師会、アステラス製薬㈱〉

 講演                  座長  製鉄記念八幡病院 泌尿器科部長 奥村 幸司 
 「泌尿器癌（腎癌、膀胱癌、前立腺癌）に対する免疫療法の新展開」 

        岩手医科大学医学部 泌尿器科学講座 教授 小原 航 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…77(0.5 単位)･79(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １０.２８（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 10 回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、小倉内科医会、
第一三共㈱、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㈱〉

情報提供：『レザルタス錠』血圧日内変動パターン別の降圧効果（18 時 50 分～） 
特別講演Ⅰ（19 時～）            座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
「一次予防としての SAS の診療～運動習慣と食習慣を見直そう～」 

虎の門病院 循環器センター 内科・睡眠呼吸器科 富田 康弘 
 特別講演Ⅱ（19 時 45 分～）  

座長 北九州市立医療センター 循環器内科 統括部長・主任部長 浦部 由利 
 「夜間睡眠ポリノグラフィー中にみられる不整脈～モニター心電図を活用しよう～」 
                昭和大学医学部内科学講座 循環器内科学部門 講師 安達 太郎 
 クロージングリマークス 
 「28 年度診療報酬改定を踏まえて循環器内科医に期待すること」 

虎の門病院 睡眠センター センター長 成井 浩司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･43(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １０.２８（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」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成 28 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 52 回北九州乳腺カンファレンス 
〈共催：北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、県集団検診協議会乳癌検診部会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 
 一般演題（18 時 30 分～）         司会  産業医科大学 第二外科 助教 田嶋 裕子 
 １.「術後化学療法を行った菅状癌」 
    北九州市立医療センター 消化器・乳腺甲状腺外科 山方 伸茂、古賀 健一郎、斎村 道代、
                            阿南 敬生、西原 一善、光山 昌珠 
                腫瘍内科 若松 信一  放射線科 小野 稔 
                病理診断科 田宮 貞史、豊島 里志 
 ２.「抗 HER2 療法中に遷延する血小板減少を来たした転移乳癌の経験」 
     国立病院機構小倉医療センター 外科 轟木 秀一、尾立 西市、横田 太郎、松本 奏吉、
                       新海 健太郎、永松 伊織、田邊 麗子、豊福 篤志、
                        空閑 啓高、田村 和貴、廣吉 元正、堤 宣翁 
 特別講演（19 時 10 分～）     座長  下関市立市民病院 外科・消化器外科部長 石光 寿幸 
 「乳がん術後オーダーメイド乳房再建～乳がん術後や乳房形態に応じた再建方法～」 
             大阪大学大学院医学系研究科 乳房再生医学寄附講座 教授 矢野 健二 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･25(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 １０.２８（金） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉
２階 「香梅の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 18 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、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉 
 製品紹介：血液凝固第 Xa 因子阻害剤『イグザレルト錠』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）        座長  九州労災病院 脳神経外科 部長 天野 敏之 
 １.「成人小脳 pilocytic astrocytoma の治療経過中に発生した 

後頭部 malignant peripheral nerve sheath tumor」 
    産業医科大学 脳神経外科 山本 淳考、高橋 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.「椎骨脳底動脈解離における壁在血栓の DWI 所見と経時的変化」 
                JCHO 九州病院 脳神経外科 伊野波 諭、外間 政朗、白水 寛理 
 ３.「治療に難渋した破裂脳底動脈上小脳動脈分岐部脳動脈瘤」 

 製鉄記念八幡病院 脳神経外科 山口 慎也、岩城 克馬 
特別講演（20 時～）            座長  九州労災病院 脳神経外科 科長 芳賀 整 

 「脳血管外科手術：外科解剖と手術手技」   新古賀病院 脳卒中脳神経センター長 一ツ松 勤 
≪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)≫ 

門 司 １０.１９（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、エーザイ㈱、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：疼痛治療剤『リリカ』について 
 講演                    座長  くにひろ社ノ木クリニック 院長 國廣 充 
 「腰痛診療における診断と治療～専門医におくるタイミングとは～」 

九州労災病院 勤労者骨・関節疾患治療研究センター センター長 
兼 整形外科 第二脊椎外科部長 今村 寿宏 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･60(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

小 倉 １０.６（木） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

第 9 回小倉地区多職種連携研修会〈共催：小倉医師会、小倉在宅医療・介護連携支援センター〉 
 講演  テーマ：「終末期における歯科ができるアプローチ」  

九州歯科大学 老年障害者歯科学分野 准教授 藤井 航 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･47(0.5 単位)･48(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １０.１２（水） 
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、田辺三菱製薬㈱〉 
 特別講演                    座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「外来で出来るリウマチ・膠原病」      新小倉病院 診療部長・リウマチ科部長 塚本 浩 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･26(0.5 単位)･28(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年１０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 １０.２５（火） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

第 39 回医療安全シンポジウム〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ：「災害がおきたら？各施設の取り組み～」  座長  北九州総合病院 院長 永田 直幹 
 シンポジスト 
  健和会大手町病院 外科部長 古城 都 
  霧ヶ丘つだ病院 事務部長 松田 和人 
  北九州市医師会 理事・高嶋クリニック 院長 髙嶋 雅樹 
≪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)･14(0.5 単位)≫ 

八 幡 １０.２７（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 394 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１「胆道穿孔、反発性腹膜炎をきたした先天性胆道拡張症の一例」 

北九州市立医療センター 小児外科 大森 淳子 
演題２「当科で行っている腹腔鏡下腎生検の有効性の検討～第２報～」 

北九州市立医療センター 小児外科 田口 匠平 

 １０.１３（木） 
１９時 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」

 
 
 

八幡小児科医会学術講演会〈共催：八幡小児科医会、MSD㈱〉 
 製品紹介：組み換え沈降 B型肝炎ワクチン『ヘプタバックス-Ⅱ』（19 時～） 
特別講演                座長  くみこキッズクリニック 院長 中村 久美子 
「小児ワクチン最新の話題～B型肝炎ワクチンを中心に～」 

 川崎医科大学 小児科学 講師 大石 智洋 

 １０.１９（水） 
１９時 

千草ホテル 
２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 

八幡整形外科医会・八幡臨床外科医会合同例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡臨床外科医会、 
八幡医師会、小野薬品工業㈱〉

 製品紹介：ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療薬『ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ 4.5、9、13.5、18mg』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）                 座長  諸富医院 院長 諸富 立壽 
 「認知症への対応～高齢者における薬剤選択の注意点～」 
               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)…4(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 １０.２０（木） 
１８時４５分 

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、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：不眠症治療薬『ルネスタ錠』について（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）                     司会  上野医院 院長 上野 清司 
「かかりつけ医が知っておくと役立つ不眠症治療のコツ 

～うつ病診療における不眠症治療の重要性～」  香西洋クリニック 院長 香西 洋 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.１２（水） 
１９時 

産業医科大学２号館 
2201 講義室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 45 回関門地域感染症研究会抗菌薬適正使用セミナー 
〈共催：関門地域感染症研究会、産業医科大学病院感染制御部、産業医科大学医師会〉

 コアレクチャー（19 時～） 
「画像検査と抗菌化学療法」             産業医科大学病院感染制御部 鈴木 克典 

 症例検討（19 時 30 分～） 
 １.「抗菌化学療法が奏功した肺炎の１例」 
 ２.「血液培養から Klebsiella が検出され抗菌化学療法に抵抗性であった肝膿瘍の１例」 
 ３.「腎不全患者に生じた肺炎の１例」 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･46(0.5 単位)･47(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
2201 講義室 

 

第 457 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：ＡＬＳの診断と治療 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…62(1.5 単位)≫ 

その他 １０.２０（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 医師 2,000 円 
  一般 1,000 円 
非会員 1,000 円 

第 148 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                          司会  小倉第一病院 院長 中村 秀敏 
 講演「透析患者の睡眠時無呼吸症候群について」 

豊橋メイツ睡眠治療クリニック 院長 小池 茂文 
 施設紹介「桂川腎クリニックの現況」          桂川腎クリニック 院長 菅原 宏治 

 １０.２５（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

  
 

第 562 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：選択的 DPP－4 阻害剤『スイニー錠』 
                       司会  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 野原 栄 
 症例発表 
演題１．「 未 定 」               門司掖済会病院 糖尿病内科 井元 博文 

 演題２．「 未 定 」                   廣畑内科クリニック 廣畑 佳秀 

Ｎｏ．３ 


