
 
 

◇ 平成２８年１１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 １１.２（水） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 

第１回医療安全対策研修会〈主催：市医師会、北九州市〉 
 １.報告             
 「市保健所の医療安全相談コーナーについて」            北九州市保健所医務薬務課 
 ２.講演                       座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
 「患者と医療機関のより良い関係について～医事紛争担当 20 年の実績から～」 

 大木整形・リハビリ医院 院長 大木 實 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.0 単位)･7(0.5 単位)≫ 

 １１.５（土） 
１６時 

 

北九州芸術劇場 
小劇場 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 21 回北九州呼吸ケア研究会〈主催：北九州呼吸ケア研究会、市医師会、帝人在宅医療㈱〉 
 研究発表（16 時 05 分～）         座長  九州労災病院 呼吸器内科 副部長 井上 直征 
 １.「当院呼吸器病棟における呼吸ケアへの取り組み」産業医科大学病院 呼吸器内科病棟 吉松 綾香 
 ２.「 未 定 」 
 教育講演（16 時 35 分～）              座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
 「NPPV iVAPS モード導入の効果」 

熊本大学大学院 生命科学研究部 消化器内科学 講師 藤井 一彦 
 特別講演（17 時 25 分～）       座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「呼吸ケアチームについて」        奈良県立医科大学 内科学第二講座 教授 木村 弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･45(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １１.８（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」

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 43 回北九州骨・関節セミナー〈主催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 
 基調講演（19 時～）          座長  戸畑共立病院 整形外科 主任部長 田原 尚直 
「 未 定 」             済生会八幡総合病院 血管外科 主任部長 三井 信介 
特別講演（19 時 30 分～）        座長  戸畑共立病院 整形外科 主任部長 田原 尚直 
「絶対に失敗しない不安定型大腿骨転子部骨折の髄内釘手術」  

福岡整形外科病院 診療部長 徳永 真巳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･24(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.９（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 11 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  芦屋中央病院 消化器科 松嶋 祐、産業医科大学 第１外科 柴尾 和徳 
 症例検討（３題予定） 
 教育講演 
 「噴門側胃切除術後残胃の画像診断」    産業医科大学 第１外科学教室 准教授 柴尾 和徳 
≪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)≫ 

 １１.９（水） 
１８時５０分 

ホテルニュータガワ 
２階 「舞」 

 
 
 
 
 
 
 

日本脳卒中協会共同事業 ストップ！NO 卒中プロジェクト全国一斉エリア会議 2016 
〈共催：日本脳卒中協会、市医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉

 情報提供：『エリキュース錠』（18 時 50 分～） 
 講演１（19 時 25 分～）         座長  九州労災病院 脳血管内科 部長 有廣 昇司 
 「実臨床を踏まえた抗凝固療法を考える」      麻生飯塚病院 循環器内科 医長 堤 孝樹 
 講演２（19 時 55 分～） 座長  製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター センター長 

・日本脳卒中協会北九州支部 副支部長 荒川 修治 
 「脳梗塞治療の最近の進歩～超急性期治療～予防的治療～」 

小倉記念病院 脳神経外科 主任部長 波多野 武人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（木） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 会議室 1・2 

 
 
 

第 29 回北九州 STI 研究会〈共催：北九州 STI 研究会、市医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：『クラビット点滴静注』に関して 
 総合司会                        産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
 一般演題 
 「北九州地区における性感染症の発生動向調査（仮）」   産業医科大学 泌尿器科学 松本 正広 
 特別講演                  座長  産業医科大学 皮膚科 教授 中村 元信 
 「疥癬の最新の治療（仮）」              赤穂市民病院 皮膚科 部長 和田 康夫 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･11(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（木） 
１８時４５分 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 28 回北九州てんかん懇話会〈共催：北九州てんかん懇話会、市医師会、大塚製薬㈱〉 
 学術講演：抗てんかん薬『イーケプラ』に関する最近の話題（18 時 45 分～） 
 一般講演（19 時～）           座長  産業医科大学 脳神経外科 講師 高橋 麻由 
 １.「Landau-Kleffner 症候群の女児例（仮）」 
        国立病院機構 小倉医療センター 小児科 安永 由紀恵、緒方 怜奈、渡辺 恭子 
 ２.「診断・治療に苦慮した前頭葉欠神てんかんの１男児例」 
       産業医科大学 小児科 川村 卓、下野 昌幸、福田 智文、石井 雅宏、千手 絢子 
 ３.「維持透析中の患者に見られた不随意運動を伴った意識障害の一例～NCSE か中毒か～」 
                        JCHO 九州病院 神経内科 橋本 侑、山本 明史 
 特別講演（20 時～）           座長  産業医科大学 脳神経外科学 教授 西澤 茂 
 「ｸﾞﾘｵｰﾏに対する抗腫瘍剤と抗てんかん薬の話題」 愛媛県立中央病院 脳神経外科 部長 大上 史朗 
≪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)･32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

 １１.１１（金） 
１８時４５分 

ＫＭＭビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 22 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 25mg』（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.「中学・高校生（女性）における前十字靭帯再建術後 6～8か月経過時の膝機能の違い 
                      骨付き膝蓋腱 VS 半腱様筋腱、半腱様筋腱・薄筋腱」 
                   産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 樋口 周人 
 ２.「外傷により肩甲骨機能不全をきたした野球選手の一例」 

しらにた整形外科クリニック リハビリテーション科 東郷 進 
 ３.「新しい膝前十字靭帯用装具の開発」  福岡みらい病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 科長補佐 高山 正伸 
 特別講演（20 時～）      司会  福岡みらい病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 科長補佐 高山 正伸 
 「ACL 損傷に対する術前・術後のリハビリテーション～術前と術後の臨床データからみた検討～」 
              関東労災病院 中央リハビリテーション部 主任理学療法士 今屋 健 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･15(0.5 単位)･57(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２８年１１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 １１.１５（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 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 227 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイラン EPD 合同会社〉

 講演                     座長  望月胃腸クリニック 院長 望月 祐一 
 「ピロリ菌と胃がんの関連」         大分大学医学部 消化器内科学 教授 村上 和成 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･22(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １１.１５（火） 
１９時３０分 

 
＜講師変更＞ 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 

第 191 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  酒井整形外科医院 院長 酒井 亮 
 「股関節疾患の見逃さない診かたと鑑別」  

久留米大学医療センター（整形外科・関節外科センター）講師 久米 慎一郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １１.１７（木） 
１９時 

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 28 回北九州がんセミナー〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉 
 特別講演                 座長  北九州市立医療センター 副院長 中野 徹 
 「膵癌～早期発見・進行癌治療への戦略」 

九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科 教授 中村 雅史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･27(0.5 単位)･59(0.5 単位)≫ 

 １１.１８（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 318 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～） 
 「PET 検診の現状」                  北九州 PET 健診センター 古賀 博文 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)≫ 

 １１.２１（月） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 

平成 28 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【前編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
Ⅰ.「かかりつけ医の役割 編」           小田内科消化器科医院 院長 小田 和人 
Ⅱ.「診断と治療 編」              国立病院機構小倉医療センター 中島 康裕 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･11(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 
 ※前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書（北九州市内の 
医師のみ）を後日交付 

 １１.２１（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」 

 
 
 
 
 
 

第 456 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ｽｸｲﾌﾞ㈱〉 
 一般演題（18 時 45 分～）                  司会  新栄会病院 長野 政則 
 Ⅰ．「 未 定 」              北九州総合病院 消化器内科 部長 黒瀬 龍彦 
 Ⅱ.「 未 定 」                 新小倉病院 肝臓内科 部長 山下 信行 
特別講演（20 時～）              

 「肝細胞癌治療後の異所性再発に及ぼすインスリン抵抗性の影響」 
北九州市立医療センター 内科 部長 重松 宏尚 

≪取得単位数、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)… 未定 ≫ 

 １１.２２（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

平成 28 年度予防接種研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会 北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
 「定期接種となった B型肝炎ワクチン」     産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 １１.２４（木） 
１９時 

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 26 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㈱〉 
 特別講演（19 時 10 分～）      座長  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 
 「日常診療における関節リウマチ治療の目標」 
             北海道大学大学院医学研究科 免疫・代謝内科学分野 教授 渥美 達也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 １１.２４（木） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
第 493 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〉
 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 
 「エビリファイ使用経験からの考察」         産業医科大学 精神医学教室 富永 裕崇 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「『現代抑うつ症候群（新型うつ・現代型うつ）』に対する生物・心理・社会的アプローチ」 
             九州大学 先端融合医療レドックスナビ研究拠点 

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学分野 特任准教授 加藤 隆弘 
≪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)≫ 

 １１.２５（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 43 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、MSD㈱〉
 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 
 「２型糖尿病における週１回 DPP-4 阻害薬投与初期からの有効性の検討 

～当科での CGM データを用いた解析から～」 
                     産業医科大学 第一内科学講座 成澤 学 

 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 
 「経口糖尿病治療薬の新たな展開～person-centered approach による糖尿病治療を考える～」 
              滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授 前川 聡 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･82(1.0 単位)≫ 

 １１.２５（金） 
１９時 

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 

第 36 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㈱〉 
 教育講演（19 時～）          座長  北九州市立医療センター 整形外科 西井 章裕 
 「肩腱板断裂に対する治療～診断から変形性関節症を伴うものの治療まで～ 

～理学療法士、看護師との連携～」 
                             北陸病院 整形外科部長 小林 尚史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(1.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２８年１１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 １１.２７（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 21 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、 
日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱、日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱〉

 １.講演（9時 40 分～）              座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
  １）「運動療法の知恵と技」      製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 池永 千寿子 
  ２）「神経障害について」              門司掖済会病院 糖尿病内科 井元 博文 
  ３）「内科医よりみた妊娠糖尿病」 北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 
 ２.ランチョンセミナー（12 時～）            座長  山名眼科医院 院長 山名 泰生 
 「高齢２型糖尿病患者における DPP-4 阻害薬のポジショニング」 

杏林大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌・代謝内科 講師 保坂 利男 
 ３.糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～） 
    座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
    症例提示  小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 医長 市野 功 
≪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)≫ 

 １１.２８（月） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 

平成 28 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【後編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
Ⅲ.「連携と制度 編」                第一心療クリニック 院長 門田 一法 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 
 ※前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書（北九州市内の 
医師のみ）を後日交付 

門 司 １１.１６（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、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱、ｱｽﾃﾗｽ･ｱﾑｼﾞｪﾝ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ㈱〉 

 製品紹介：ヒト抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤『レパーサ皮下注』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）                  座長  一安医院 院長 一安 弘文 
 「循環器疾患から脂質異常症を考える」      小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我 芳光 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･75(1.0 単位)≫ 

 １１.２１（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 

 １１.２８（月） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

北九州市立門司病院 
 
 
 
 

第 65 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、北九州市立門司病院〉 
 演題 
 １.「呼気 NO について」               北九州市立門司病院 小児科 三井 敬一 
 ２.「気腫性変化の進行と難治性気胸を合併し治癒に難渋した粟粒結核」 
                          北九州市立門司病院 呼吸器内科 徳永 一 
 ３.「糖尿病治療薬について」             北九州市立門司病院 副院長 是木 一也 
 ４.「リハビリテーション栄養」          北九州市立門司病院 理学療法士 河野 隼人
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･45(0.5 単位)･46(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（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  辻医院 辻 雄一郎 
≪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 １１.４（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ｽﾞ講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、武田薬品工業㈱、ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ㈱〉
 特別講演  
 「認知症の診療～ご本人らしさを保つために～」  
    東海大学医学部 内科学系神経内科学 准教授 東海大学病院 認知症疾患医療センター 

 センター長 馬場 康彦 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･12(0.5 単位)･19(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 １１.２４（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 395 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１.「目の屈折検査装置（シュアサイト・スポット）の使用経験」 

倉重こどもクリニック 院長 倉重 弘 
 演題２.「 未 定 」                 国立病院機構小倉医療センター 小児科 

 １１.２９（火） 
１９時 

小倉医師会介護サービス 
総合センター 

 
 
 

在宅医療福祉ネットワーク研修会〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ：「在宅・施設における感染症対策の基本～コレだけは知っておこう～（仮）」 

国立病院機構小倉医療センター 消化器病センター 部長 地域医療連携室 室長 空閑 啓高 
             国立病院機構小倉医療センター 感染症対策室 副看護師長 元田 裕子 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･11(0.5 単位)･13(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

八 幡 １１.２（木） 
１８時４５分 

 
＜追 加＞ 

 
 
 
 

ウェルとばた 
多目的ホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 37 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、第一三共㈱〉 
 情報提供：『プラリア』に関する最新の知見 
           座長 済生会八幡総合病院 リハビリテーション技術科 技師長 日野 敏明 
一般講演 

 １.「大腿骨近位部骨折患者における歩行再獲得の予測因子の検討」 
                            産業医科大学 理学療法士 村上 武史 
 ２.「整形外科外来患者におけるﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑと骨粗鬆症」    健和会大手町病院 原口 和史 
 基調講演 
 「骨粗鬆症性骨折患者に対する骨折の二次予防の取り組み」   健愛記念病院 副院長 池田 聡 
 特別講演 
 「骨折低減とロコモ予防の重要性、そして具体的な運動と介入効果」 

 伊奈病院 整形外科部長・高齢者運動器疾患研究所 代表理事 石橋 英明 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)･61(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.４（金） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 
 

第 145 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：「医薬品情報提供」 
 特別講演                      座長  JCHO 九州病院 副院長 山本 英雄 
 「心臓血管外科の現況」          JCHO 九州病院 心臓血管外科 診療部長 德永 滋彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２８年１１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 １１.１５（火） 
１８時５０分 

千草ホテル 
２階 「ルミネスタ」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 6 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、MSD㈱〉
 製品紹介：持続性選択的 DPP-4 阻害剤『マリゼブ錠』（18 時 50 分～） 
 症例検討（19 時～）               司会  北九州市立八幡病院 内科 末永 章人 
 １.「内科疾患症例」                 北九州市立八幡病院 内科 川口 浩太郎 
 ２.「皮膚疾患症例」                 北九州市立八幡病院 皮膚科 内藤 玲子 
 特別講演（19 時 50 分～）                司会 権頭クリニック 院長 権頭 聖 
 「高齢者の安全な薬物療法」        北九州市立八幡病院 循環器内科・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)…13(0.5 単位)･29(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １１.１７（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
 情報提供：選択的 SGLT2 阻害薬『スーグラ錠』について（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）             座長  うえき内科クリニック 院長 植木 光彦 
「最新の糖尿病治療～血糖脂質管理について～（仮）」製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 野原 栄 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

若 松 １１.１８（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 

第 3 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん薬『ビムパット』について（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
 １.「在宅報酬の ABC」                      野田医院 院長 西田 英一 
 ２.「新規抗てんかん薬導入に伴うてんかん治療戦略」  産業医科大学 神経内科学 助教 豊田 知子 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･32(0.5 単位)･35(0.5 単位)･80(0.5 単位) 

産医大 １１.１５（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 458 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：血液内科〉 
 テーマ：多発性骨髄腫の新しい治療 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･25(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

その他 １１.２２（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

  
 

第 563 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：『ライゾデグ配合注フレックスタッチ』                        
 症例発表                     司会  北九州総合病院 内科 木原 康之 
演題１．「ステロイド投与中の血糖コントロールにリラグルチドの有効であった症例」 

北九州市立医療センター 糖尿病内科 中村 慎太郎 
 演題２．「糖尿病治療にサークルドローイングを取り入れた試み」 

北九州市立医療センター 糖尿病内科 権藤 元治 

Ｎｏ．４ 


