
 
 

◇ 平成２９年１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 １.１１（水） 
１９時 

 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会１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  北九州総合病院 消化器内科 山﨑 雅弘、JCHO 九州病院 内科 藤澤 聖 
 症例検討（３題予定） 
 教育講演 
 「コレステロール塞栓症３例の上部消化管内視鏡像」 

JCHO 九州病院 肝・胆・膵・消化管内科 藤澤 聖 
≪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)≫ 

 １.１７（火） 
１９時１５分 
 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「エンパイアルーム」

 
 

第 193 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  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
 「酸関連疾患の“New Strategy”」          大阪医科大学 第二内科 教授 樋口 和秀 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･51(0.5 単位)≫ 

 １.１８（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 

第 3 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、 
アステラス製薬㈱〉

 製品紹介：キノロン系抗菌薬『ジェニナック』（18 時 45 分～） 
                   座長  北九州市立医療センター 総合診療科 眞柴 晃一 
 一般演題（19 時～） 
 １.「デング熱の２症例」              健和会大手町病院 感染症内科 長谷川 巧 
２.「誤嚥性肺炎の２症例」              産業医科大学 呼吸器内科学 川端 宏樹 

 特別講演 
 「院内発症麻疹に対峙する～最近の呼吸器感染症の話題も含めて～」 
                大阪市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学 教授 掛屋 弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･26(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 １.１９（木） 
１９時３０分 

産業医科大学 
ﾗﾏﾂｨｰﾆﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 34 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、ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱〉 
 情報提供：『ボノテオ錠 50 ㎎』（18 時 30 分～） 
 講演（19 時 30 分～）テーマ：「義肢・装具のトレンド」 

１．「義肢装具の最近のトピックス」      新王子病院 リハビリテーション科 牧野 健一郎 
２．「３D デジタル技術の活用事例について」             有薗製作所 千々和 直樹 
３．「義肢膝継手の新技術」                      有薗製作所 狩野 綾子 
４．「機械的電気刺激やロボットを使用した訓練」  

産業医科大学 リハビリテーション医学講座 講師 越智 光宏 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…62(1.0 単位)≫ 

 １.２０（金） 
１８時４５分 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 319 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㈱〉 
 情報提供：『MRI 用造影剤』の最近の話題 
 特別講演 
 「肝細胞癌と胆管癌の画像診断」 

九州大学大学院医学研究院 先進画像診断・低侵襲治療学共同研究部門 教授 浅山 良樹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)≫ 

 １.２３（月） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
日医認定産業医 

基礎（後期１単位） 
生涯（専門１単位） 

平成 28 年度一般かかりつけ医と精神科医の連携強化事業研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 原賀 憲亮 
 「ストレスチェック制度を理解する」  

産業医科大学 精神医学教室 学内講師 香月 あすか 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １.２４（火） 
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】

北九州市医師会 医療・介護従事者研修会〈主催：市医師会〉 
講演                       司会  北九州市医師会 理事 髙嶋 雅樹 
１．「在宅医療・介護連携支援センターについて（概要説明）」  北九州市保健福祉局 地域医療課 

 ２．「在宅医療・介護連携支援センターの取組み～つなぐ・つかえる・つたえる 切れ目のない医療 
と介護をさまざまな角度からサポート～」     在宅医療・介護連携支援センター専属職員 

  ①在宅医療に関する専門相談窓口について  ②医療・介護従事者研修について 
  ③多職種連携研修会について        ④普及啓発講演会について 
≪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)･80(0.5 単位)≫ 

 １.２７（金） 
１８時３０分 

ホテルニュータガワ 
 第 494 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 
 「 未 定 」                  産業医科大学 精神医学教室 講師 堀 輝 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「うつ病はいま、～そのとらえ方と薬物療法～」  

JCHO 東京新宿メディカルセンター 精神科 主任部長 大坪 天平 
≪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)≫ 

門 司 １.１６（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 

 １.１８（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、田辺三菱製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的 DPP-4 阻害薬『テネリア錠 20 ㎎』 
 講演                   座長  たけはら内科クリニック 院長 武原 英樹 
 「これからの高齢者糖尿病治療を考える」    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)…76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

小 倉 １.２６（木） 
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、協和発酵キリン㈱〉 
 特別講演                    座長  おかべクリニック 院長 岡部 宏明 
 「消化器症状や糖尿病診療で膵疾患を見逃さないために」 
                      国立病院機構 小倉医療センター 院長 澄井 俊彦 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･53(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年１月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

カリキュラムコード（略称CC)     

１ 医師のプロフェッショナリズム ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷 

２ 医療倫理：臨床倫理 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡 

３ 医療倫理：研究倫理・生命倫理 ３１ めまい ５９ 背部痛 

４ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３２ 意識障害 ６０ 腰痛 

５ 心理社会的アプローチ ３３ 失神 ６１ 関節痛 

６ 医療制度と法律 ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害 

７ 医療の質と安全 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ 

８ 感染対策 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿 

９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉 

１１ 予防と保健 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿 

１２ 地域医療 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急 

１３ 医療・介護・福祉の連携 ４１ 嗄声 ６９ 不安 

１４ 災害医療 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ） 

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産 

１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害 

１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理 

１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症 

１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症 

２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病 

２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症 

２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症 

２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息 

２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療 

２５ リンパ節腫張 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア 

２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣 

２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む） 

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ０ その他 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

小 倉 １.２６（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 397 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 １．「重度の鉄欠乏性貧血を伴った憤怒けいれん重積の一例」 北九州総合病院 小児科 五十嵐 亮太 
 ２．「痙攣重積発作を起こした水中毒の一例」        北九州総合病院 小児科 原田 真理 

八 幡 １.１６（月） 
１９時 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 5 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㈱〉 
 演題（19 時～）             座長  製鉄記念八幡病院 肝臓内科 部長 東 宣彦 
 「巨大肝細胞癌に対し DEB-TACE 施行後、腫瘍内出血を来した１例」 
                           戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
 特別演題（19 時 30 分～）          座長  北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司 
 「肝疾患における栄養療法とサルコペニアの意義～もし大学病院の外科医が 

ドラッカーの『マネジメント』を読んだら～」  
                       京都大学 肝胆膵・移植外科学 准教授 海道 利実 
≪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)≫ 

 １.１８（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 

八幡臨床外科医会１月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 話題提供：『カナグル錠 100 ㎎』 
 特別講演                 座長  井手消化器・呼吸器外科医院 井手 誠一郎 
 「病態に応じた糖尿病治療選択について」  北九州市立八幡病院 糖尿病・内分泌内科 中村 寛 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

若 松 １.２０（金） 
１９時４５分 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 

第 4 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、小野薬品工業㈱〉 
 商品説明：選択的 DPP-4 阻害剤～糖尿病治療剤～『グラクティブ錠』（19 時 30 分～） 
 講演（19 時 45 分～）          
 「高齢者糖尿病の特徴とその治療」  福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科 教授 小林 邦久 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

産医大 １.１７（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

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：肺がんの最近の話題 
≪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)･8(0.5 単位)≫ 

その他 １.１９（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 

第 149 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                   司会  済生会八幡総合病院腎センター 部長 安永 親生 
 講演「透析患者の脆弱性骨折予防」 

福島県立医科大学腎臓高血圧内科学講座 主任教授 風間 順一郎 
 施設紹介「済生会八幡総合病院の現況」    済生会八幡総合病院腎センター 医長 吉松 正憲 

 １.２４（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 

第 564 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  産業医科大学 第一内科学講座 岡田 洋右 
演題１．「当院の糖尿病透析予防指導の現状」        小倉記念病院 看護相談科 砂山 裕子 

 演題２．「褐色細胞腫における腫瘍摘出前後の糖代謝の比較」  
小倉記念病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 加藤 智子 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年１月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 


