
 
 

◇ 平成２９年３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 ３.１（水） 
１９時 

 
 

小倉医師会館 
４階 
 
 
 
 
 
 

平成 28 年度北九州市医師会医業経営講演会〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 福地 靖範 
 １．北九州市医師会共済保険制度について 
  ①「拠出型企業年金保険（ハッピーライフ年金プラン）について」    日本生命保険相互会社 
  ②「休業保障（約定履行保険）について」         損害保険ジャパン日本興亜株式会社 
 ２．講演 
  「相続税の節税法」                北九州市医師会 顧問税理士 原田 正一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･9(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ３.１（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 44 回一糖会〈共催：一糖会、市医師会、下関市医師会、日本糖尿病協会福岡県支部、 
北九州糖尿病療養指導士認定委員会、ノボ ノルディスク ファーマ㈱〉

 講演（19 時～）           座長  産業医科大学 第１内科学講座 講師 岡田 洋右 
 「当科における持効型インスリン製剤の有用性に関する検討～短期・長期的効果の観点から～」 
                          産業医科大学 第１内科学講座 大塚 隆史 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 
 「２型糖尿病の薬物療法～Current Concept～」 

愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科 教授 中村 二郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 ３.１（水） 
１８時５０分 
 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 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  門司メディカルセンター 泌尿器科 主任部長 赤坂 聡一郎 
 「排尿障害と尿路感染」             福岡新水巻病院 泌尿器科 部長 高橋 康一 
 特別講演（19 時 30 分～）        座長  泌尿器科いとうクリニック 院長 伊東 健治 
 「高齢者における下部尿路機能障害～患者目線で考える望ましい治療とは～」 
                          原三信病院 泌尿器科 部長 武井 実根雄 
≪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)≫ 

 ３.２（木） 
１９時 

 

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 7 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、 
県泌尿器科医会、アストラゼネカ㈱〉

 講演               座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 准教授 濱砂 良一 
 「理論から考える去勢抵抗性前立腺癌治療の組み立て方」 

富山大学大学院 医学薬学研究部 腎泌尿器科学講座 教授 北村 寛 
≪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)･24(0.5 単位)≫ 

 ３.３（金） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉
３階 「ダイヤモンド」 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州肝胆膵研究会特別講演会〈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：分岐鎖アミノ酸製剤『リーバクト』 
 講演   座長  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 
 「肝胆膵での臓器移植と再生医療」  

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 移植・消化器外科学 教授 江口 晋 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･59(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 ３.７（火） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 
 
 

平成 28 年度第 2 回特定健診・特定保健指導登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
                          座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
 １.「平成 29 年度特定健診・特定保健指導について」       北九州市保健福祉局 健康推進課 
 ２.「北九州市慢性腎臓病(CKD)予防連携ｼｽﾃﾑの概要～血糖・血圧変動に伴う CKD の検討を中心に～」

小倉医師会 副会長 今渡 龍一郎 
 ３.「特定健診・特定保健指導のﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄについて」     北九州市医師会 理事 手島 久文 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ３.７（火） 
１８時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 127 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.「抗 PD－1 抗体投与後に末梢血中濾胞性ヘルパーT 細胞の増加を伴う 

甲状腺機能低下に至った橋本病の 1例」 
            産業医科大学 第 1内科学 大塚 隆史、鳥本 桂一、黒住 旭、成澤 学、

久保 智史、中山田 真吾、岡田 洋右、田中 良哉 
                     産業医科大学 呼吸器内科学 丈達 陽順、矢寺 和博 
 ２.「甲状腺で明細胞の形態をとる腫瘍の鑑別」 
       医療法人福甲会 やました（甲状腺・副甲状腺）クリニック 佐藤 伸也、横井 忠郎、

森 祐輔、橘 正剛、高橋 広、山下 弘幸 
 ３.「当院における甲状腺癌再発に対する分子標的治療薬投与症例の検討」 

北九州市立医療センター 外科・放射線科 古賀 健一郎、齋村 道代、阿南 敬生、
小野 稔、光山 昌珠 

北九州市立医療センター 病理 田宮 貞史、豊島 里志 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･7(0.5 単位)･19(0.5 単位)73(0.5 単位)≫ 

 ３.８（水） 
１９時 

 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 3 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  和田病院 消化器内科 和田 陽子、九州労災病院 消化器内科 板場 壮一 
 症例検討（２題予定） 
 教育講演 
 「消化管 NET（カルチノイド）の診断と治療」     九州労災病院 消化器内科 板場 壮一 
≪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)≫ 

 ３.９（木） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】

第２回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉 
                          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.「主治医意見書記載のポイント～脳卒中による身体機能障害を中心に～（仮）」 
                  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)…19(0.5 単位)･78(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ３.１３（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 457 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㈱〉 
 製品説明（18 時 30 分～） 
 一般演題（18 時 45 分～）         司会  産業医科大学若松病院 副院長 田原 章成 
 １.「肝原発性リンパ腫の１例（仮）」           JR 九州病院 消化器内科 村石 純一 
 ２.「大量飲酒歴のある肝障害の１例」   国立病院機構小倉医療センター 肝臓内科 川元 美緒 
 特別講演（20 時～） 

「糖鎖の話～N結合型糖鎖を中心に～」 北九州市立医療センター 内科 主任部長 三木 幸一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･25(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年３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 ３.１４（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ＫＭＭビル 
４階 大会議室 

 
 
 

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑにおける高齢者救急搬送の適正化～とくに高齢者急変時の本人の意思と DNAR（Do Not
Attempt Resuscitation)指示に関するｾﾐﾅｰ～〈共催：消防庁消防防災科学技術推進制度研究班、市医師会、

北九州市、北九州高齢者福祉事業協会、北九州地域ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会〉
 講演１                   座長  救急救命九州研修所 教授 竹中 ゆかり 
 「北九州市の救急需要～特に高齢者救急の現状～」    北九州市消防局 救急指導係 野村 修 
 講演２ 
 「北九州市・下関市における高齢者心肺停止時の DNAR 対応に関する調査報告」 

H28 年度消防庁消防防災科学技術推進制度研究班 伊藤 重彦 
 講演３                       座長  北九州市医師会 理事 髙嶋 雅樹 
 「終末期医療における本人の意思と DNAR 指示～考え方と課題について～（仮）」 

安原・松村・安孫子法律事務所 弁護士 松村 龍彦 
 講演４ 
  総合討論「心肺停止時の DNAR 対応について」 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･4(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13（0.5 単位）≫ 

 ３.１６（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 

3 月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、科研製薬㈱〉 
 製品紹介：爪白癬治療剤『クレナフィン爪外用液 10%』（19 時～） 
 特別講演                  座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 

「真菌症について～九大の症例より～」          九州大学病院 皮膚科 講師 辻 学 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･13(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ３.１７（金） 
１８時３０分 

ホテルニュータガワ 
 
 
 
 
 

第 496 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、 
県精神科病院協会北九州地区ブロック会、日本イーライリリー㈱〉

 製品紹介：『サインバルタ』の紹介 
 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 
 「日本人うつ病患者に対する duloxetine の反応性について～ﾃｰﾗｰﾒｲﾄﾞな抗うつ薬治療を目指して～」

産業医科大学 精神医学教室 助教 阿竹 聖和 
 特別講演                座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「軽症うつ病の治療戦略～重症度別治療方針の再考～」 

帝京大学医学部溝口病院 精神神経科 教授 張 賢徳 
≪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)≫ 

 ３.１７（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 321 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～） 
 「下肢 PAD の治療と今後の展望」         済生会八幡総合病院 放射線科 高橋 浩平 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･63(0.5 単位)≫ 

 ３.１８（土） 
１４時 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 

第 27 回市民健康セミナー〈主催：市医師会〉 
 演題                       座長  北九州市医師会 理事 手島 久文 
 「今日から出来るメタボリック撃退法～ただ太っているだけなのに～」 
                        産業医科大学 第１内科学講座 講師 岡田 洋右 

 ３.２３（木） 
１９時 

 
＜演題追加＞ 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 

北九州市医師会学校医研修会〈主催：市医師会〉 
 演題                       司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
 １．「学校歯科検診の内容と現状について」         くすもと歯科医院 院長 楠本 俊司 
 ２．「北九州市における学校検尿の現状」     産業医科大学 小児科学教室 助教 森下 高弘 
≪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)･64(0.5 単位)≫ 

 ３.２５（土） 
１５時 

 
＜演題追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成 28 年度第 4 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 19 回北九州肝癌治療研究会 
〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱〉

 一般演題Ⅰ（15 時～）                座長  小倉記念病院 副院長 田中 明 
 １.「集学的治療の一環としての腹腔鏡下肝部分切除術が有効であった肝血管肉腫の一例」 
                           製鉄記念八幡病院 消化器外科 武藤 純 
 ２.「肝細胞癌切除例における他臓器悪性腫瘍の検討」 北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 外科 部長 阿部 祐治 
 一般演題Ⅱ（15 時 30 分～）          座長  新小倉病院 肝臓内科 部長 山下 信行 
 １.「 未 定 」                  戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
 ２.「粒子線治療を行った当院の肝細胞癌症例の検討」   JCHO 九州病院 内科 部長 一木 康則 
特別講演Ⅰ（16 時 10 分～） 座長  北九州市立八幡病院 副院長/消化器・肝臓病センター長 

岡本 好司 
 「ここまできた、肝癌に対する腹腔鏡下肝切除術（仮）」 
                   岩手医科大学医学部 外科学講座 特任准教授 新田 浩幸 
 特別講演２（17 時 20 分～）           座長  かじわらクリニック 院長 梶原 英二 
 「肝癌の内科的治療の進歩と予後改善のための取組み」    武蔵野赤十字病院 院長 泉 並木 
≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･4(0.5 単位)･6(0.5 単位)･ 

27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ３.２５（土） 
１４時 

小倉医師会館 
４階 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔※要事前申込〕 
定員 50 名 

連絡先：北九州市医師会 
℡.093-513-3811 

平成２８年度北九州市医師会災害医療研修会〈主催：市医師会〉 
【災害医療総論】(14 時 10 分～) 
 講演１.「災害発生時の医療対応の仕組み」  救急救命九州研修所 教授 北九州市 参与 郡山 一明 
 講演２.「災害に必要な情報の収集・処理・分析」 
               北九州市立八幡病院 副院長 災害医療研修センター長 伊藤 重彦 
 講演３.「避難所における深部静脈血栓予防対策」   産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 
【医療救護訓練】(16 時～) 
 訓練１．救護所における傷病者トリアージとタッグ記載 
 訓練２．救護所における傷病者診療のポイント 
【総合討論】（17 時 30 分～） 
 「東日本大震災～熊本地震を経験して思うこと」 北九州市医師会 災害医療担当理事 福地 靖範 
≪取得単位数…４.０、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…１３(0.5 単位)･１４(1.5 単位)･１５(0.5 単位)･ 

１６(0.5 単位)･１７(0.5 単位)･５７(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年３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 ３.２６（日） 
９時３０分 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 22 回実地医家のための糖尿病セミナーin 北九州〈共催：実地医家のための糖尿病セミナー、市医師会、
日本糖尿病協会福岡県支部、田辺三菱製薬㈱〉

 １．講演（9時 40 分～）        座長  つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
  １）「フットケアをはじめるまえに」           小倉第一病院 形成外科 石井 義輝 
  ２）「糖尿病網膜症～視力障害を防ぐために～」        山名眼科医院 院長 山名 泰生 
  ３）「インスリン療法 UP TO DATE（仮）」     新小倉病院 糖尿病内科 部長 藤本 良士 
 ２．ランチョンセミナー（12 時～）         座長  杉本クリニック 院長 杉本 英克 
 「循環器内科医からみる糖尿病治療」       小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我 芳光 
 ３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～） 
                    座長  つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
                         症例提示  畠中内科クリニック 加藤 智子 
≪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)≫ 

 ３.２８（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回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 平野 英敏 
 「保育のしくみ（子ども子育て支援新制度）と北九州市の取り組み」 

北九州市子ども家庭局 保育課 課長 佐藤 健治 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ３.２９（水） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

電子カルテ研修会〈主催：市医師会〉 
                           座長  北九州市医師会 理事 松村 洋 
 「電子カルテ運用上の注意点～ガイドラインを中心に導入から保険指導まで～」 
                               福岡県医師会 常任理事 辻 裕二 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(1.0 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ３.３０（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「エンパイア」 

 
 
 

福岡県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ学術講演会〈共催：県内科医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、市医師会、ﾏｲﾗﾝ EPD 合同会社〉
 製品紹介：『アミティーザカプセル 24 ㎍』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）             座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「診療ガイドラインからみた今後の便秘診療」兵庫医科大学 内科学消化管科 准教授 大島 忠之 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ３.３０（木） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

第 4 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㈱〉 
 情報提供：『4種混合ワクチン』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 
 「せ～ご先生のもっと知って！予防接種～家庭や幼稚園、保育園で感染症を防ごう～」 

大分大学医学部 地域医療・小児科分野 教授 是松 聖悟
≪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)≫ 

門 司 ３.３（金） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 講堂 

在宅用医療機器に関する研修会〈主催：門司区医師会〉 
 演題「訪問診療における医療機器と IT 活用の現状」 
                     医療法人医純会 すぎうら医院 在宅診療部 花田 梢 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ３.１３（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 

 ３.１４（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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱〉ﾌｧｲｻﾞｰ㈱>
 特別講演                     座長  田代クリニック 院長 田代 道良 
 「日常診療における循環器疾患の診断と対応」    産業医科大学 第２内科学 講師 荒木 優 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･42(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ３.１５（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、富士フイルムファーマ㈱〉 
 製品紹介：持効型インスリンアナログ製剤『インスリングラルギン BS 注キット「FFP」』（19 時～） 

特別講演（19 時 10 分～）            座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
 「糖尿病新時代のｲﾝｽﾘﾝ療法を考える」  新小倉病院 糖尿病ｾﾝﾀｰ長/糖尿病内科部長 藤本 良士 
≪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 ３.２（木） 
１９時 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階 

 
 

小倉医師会かかりつけ医認知症の会第 12 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〉

演題「見逃してはいけない治療可能な認知症～それってホントに認知症？～」 
政所クリニック 院長 政所 広行、木村医院 院長 木村 喜男、

三原デイケア＋クリニックりぼんりぼん 院長 三原 伊保子 
≪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)≫ 

 ３.１４（火） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 

第 40 回医療安全対策講演会〈主催：小倉医師会〉 
 演題                 座長  北九州市立医療センター 統括副院長 小野 稔 
「安全な医療への取り組み～事故の対応も含めて～」 

NTT 東日本関東病院 治験事務局 事務局長 栗原 博之 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･7(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ３.２２（水） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

小倉ポリファーマシー対策検討研修会〈主催：小倉医師会〉 
 演題「ポリファーマシー」                     JCHO 本部顧問 徳田 安春 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･9(0.5 単位)･10(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 ３.２３（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 399 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１.「溶連菌感染後急性糸球体腎炎との鑑別に苦慮した IgA 腎症の１例」 
                         北九州市立医療センター 小児科 前原 健二 
 演題２.「腸球菌による小児尿路感染症の特徴」  北九州市立医療センター 小児科 長谷川 一太 

 ３.２８（火） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会〈共催：小倉医師会、小倉内科医会、武田薬品工業㈱〉 
 特別講演                    座長  おかべクリニック 院長 岡部 宏明 
 「これからの逆流性食道炎の薬物療法（仮）」 

浜松医科大学 臨床研究管理センター 病院教授 古田 隆久 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･51(0.5 単位)･52(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２９年３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 ３.７（火） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 

北九州産婦人科医会・八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：北九州産婦人科医会、八幡産婦人科医会、 
バイエル薬品㈱〉

 製品紹介（18 時 50 分～） 
一般演題（19 時～）               座長  八幡産婦人科医会 会長 大塚 治夫 

 「精神疾患合併患者の PMS 治療について」  鹿児島大学病院 周産母子ｾﾝﾀｰ 准教授 岩元 一朗 
 特別講演（19 時 45 分～）           座長  北九州産婦人科医会 会長 濵口 欣也 
 「若年あるいは妊娠中の頸がん患者に対する広汎子宮頸部摘出術の光と影」 

鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 生殖病態生理学 教授 小林 裕明 
≪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)･72(0.5 単位)≫ 

 ３.９（木） 
１８時５０分 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 43 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：『マリゼブ錠』（18 時 50 分～） 
 一般講演（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.「急性冠動脈症候群のため心肺停止に陥った 20 代男性の一例」 

北九州市立八幡病院 循環器内科 三浦 俊哉 
 ２.「BPA（肺動脈血管形成術）を施行した CTEPH（肺血栓塞栓性肺高血圧症）の一例」 
                         北九州市立八幡病院 循環器内科 北野 哲司 
 特別講演（19 時 50 分～）                司会  末次医院 院長 末次 文祥 
 「肺高血圧症の最近の知見」      北九州市立八幡病院 循環器内科 主任部長 田中 正哉 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･44(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ３.１５（水） 
１９時 

 
 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 

八幡臨床外科医会３月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：V2-受容体拮抗剤『サムスカ錠』 
 講演                          座長  末次医院 院長 末次 文祥 
 「多発性嚢胞腎の治療」      製鉄記念八幡病院 腎臓内科部長 腎センター長 柳田 太平 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…64(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ３.１６（木） 
１９時 

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、エーザイ㈱、ファイザー㈱〉 
 情報提供：疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症）『リリカ○R カプセル』（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                  座長  野田医院 理事長 西田 英一 
 「神経障害性疼痛薬物療法ガイドラインと実臨床における薬物選択」 
              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…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

 ３.２１（火） 
１８時 

八幡医師会館 
２階 実習室（演習） 
３階 講堂（講演） 

 
 
 

第 18 回北九州西部地区医療安全研修会〈共催：八幡医師会、北九州西部地区医療安全連絡会議〉 
 １．演習（18 時～） 
  テーマ「いつやるの？手指衛生と防護用具の着脱」 
  指導者：北九州市立八幡病院 感染管理認定看護師 中川 祐子 他数名 
 ２．講演（19 時～）   

司会・座長  福地内科循環器科医院 院長・八幡医師会 医療安全副担当理事 福地 靖範 
  テーマ「多剤耐性菌の現状と対策」           健和会大手町病院 副院長 山口 征啓 
≪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)≫ 

 ３.２２（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 

シリーズ勉強会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉 
 特別講演                        司会  谷内科クリニック 谷 良樹 
 「糖尿病患者における骨粗鬆症治療の重要性」 産業医科大学 第１内科学講座 講師 岡田 洋右 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…59(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

戸 畑 ３.２１（火） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 
 

戸畑区医師会学術講演会〈共催：戸畑区医師会、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』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）         座長  かめざき内科クリニック 院長 亀崎 文彦 
 「当院における抗凝固療法とカテーテルアブレーションの現況」 
                        小倉記念病院 循環器内科 副部長 廣島 謙一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･74(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

若 松 ３.１７（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 

平成 28 年度第 5 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、第一三共㈱〉 
 商品説明：『プロトンポンプ・インヒビターネキシウムカプセル』について（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
 １.「モンスターペイシェントについて（仮）」 
              SOMPO ﾘｽｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部 主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 山崎 堅司 
 ２.「NSAIDs による消化管粘膜傷害」 

製鉄記念八幡病院 消化器内科部長/内視鏡センター長 中村 滋郎 
≪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)･11(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

産医大 ３.２１（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 462 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：胆道腫瘍の診療 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･12(0.5 単位)･38(0.5 単位)≫ 

その他 ３.９（木） 
１９時 

TKP 小倉シティセンター 
「KOKURA ホール」 

 
 

福岡県内科医会北九州ブロック保険診療懇話会 2017〈共催：県内科医会北九州ブロック、 
アストラゼネカ㈱、小野薬品工業㈱〉

 特別講演                      座長  門司内科医会 会長 後藤 博茂 
「糖尿病治療 UP DATE SGLT2 阻害薬の使い方」  産業医科大学 第 1内科学講座 講師 岡田 洋右 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ   座長  小倉内科医会 会長 高野 健太郎、門司内科医会 会長 後藤 博茂 
「保険診療レセプト審査の現状について」 
症例提示       福岡県内科医会 会長 江頭 芳樹、福岡県内科医会 副会長 白石 恒明、
   福岡県内科医会 専務理事 上野 俊幸、福岡県国民健康保険診療報酬審査委員 杉本 英克 

Ｎｏ．４ 



 
 

◇ 平成２９年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

その他 ３.２８（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

第 566 回北九州糖尿病研究会〈共催：北九州糖尿病研究会、ノボ ノルディスク ファーマ㈱〉 
 情報提供：『トレシーバ注 フレックスタッチ』 
                   司会  北九州市立医療センター 糖尿病内科 佐藤 直市 
 症例発表 
 １.「高度肥満症へ対する内科的アプローチ～当科で経験した 2症例から有効性と限界を考える～」 

産業医科大学 第 1内科学講座 五嶋 由紀子 
 ２.「肥満症を合併した 2 型糖尿病の 2 例～減量を見据えた薬剤選択を考える～」 
                           産業医科大学 第 1 内科学講座 宮崎 恵 
 ３.「肥満症に対するレビュー」           産業医科大学 第 1内科学講座 鳥本 桂一 

Ｎｏ．５ 


