
 
 

◇ 平成２９年４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 ４.６（木） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 
 

かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修〈主催：市医師会〉 
 講演                     司会・座長  北九州市医師会 理事 長森 健 
 １.「改正道路交通法（高齢運転者対策）について（仮）」 

福岡県警察本部交通部運転免許管理課 課長補佐 古川 洋一 
 ２.「改正道路交通法（診断書の記載）について（仮）」   福岡県医師会 専務理事 瀬戸 裕司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･6(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ４.６（木） 
１９時 

 
＜講師決定＞ 
 

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 17 回北九州炎症性腸疾患懇話会〈共催：北九州炎症性腸疾患懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 話題提供：『レミケード』（18 時 50 分～） 
 一般演題（19 時～）  座長  産業医科大学若松病院 消化器・一般外科 診療科長 中山 善文 
 １.「潰瘍性大腸炎に対して IFX 投与中に好酸球性肺炎を認めた症例の検討」 
                         北九州市立医療センター 消化器内科 林 康代 
 ２.「潰瘍性大腸炎術後に Pouchitis・末梢関節炎を合併した１例（仮）」 
                       産業医科大学 第１外科学教室 助教 荒瀬 光一 
 特別講演（19 時 30 分～）               座長  芦屋中央病院 院長 櫻井 俊弘 
 「潰瘍性大腸炎の診断と正しい治療選択」 

東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科 主任教授 猿田 雅之 
≪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)≫ 

 ４.７（金） 
１９時１０分 
 

ホテルクラウンパレス小倉
２階 「香梅の間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 19 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、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠 2㎎,4 ㎎』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）        座長  小倉記念病院 脳神経外科 部長 定政 信猛 
 １.「頭蓋底腫瘍性病変に対する手術手技教育ｼｽﾃﾑの構築～北九州脳神経微小解剖ｾﾐﾅｰの現状報告～」
                            産業医科大学 脳神経外科 山本 淳考 
 ２.「椎骨～後下小脳動脈分岐部大型血栓化動脈瘤～」   小倉記念病院 脳神経外科 鎌田 貴彦 
 特別講演（20 時～）        座長  小倉記念病院 脳神経外科 主任部長 波多野 武人 
 「大型・巨大脳動脈瘤に対する挑戦」   兵庫医科大学 脳神経外科学講座 主任教授 吉村 紳一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･30(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ４.８（土） 
１７時 

 
＜演題追加＞ 

ホテルクラウンパレス小倉
 
 
 
 
 
 

※会費 
開業医 5,000 円 
勤務医 1,000 円 

第 288 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〉 
                     座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 

一般演題（17 時～） 
 １.「側頭下窩に発生し開口障害を来した血管腫の１例」  

産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 長谷川 翔一 
 ２.「当院における大唾液腺腫瘍の臨床」         小倉記念病院 耳鼻咽喉科 市丸 和之 
 特別講演（17 時 30 分～） 
 「中耳真珠腫における骨吸収機序」  産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 鈴木 秀明 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…31(0.5 単位)･38(0.5 単位)≫ 

 ４.１１（火） 
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 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：『プラリアシリンジ』について（18 時 45 分～） 
                     座長  産業医科大学 整形外科学 教授 酒井 昭典 
一般講演（19 時～）  

 「骨粗鬆症関連演題（仮）」             健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「上肢の疾患・外傷に対する治療法の選択」 
   産業医科大学 整形外科 学内講師 善家 雄吉、産業医科大学 整形外科 助教 目貫 邦隆 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･57(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ４.１２（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 4 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  田川市立病院 消化器内科 髙津 典孝、小倉記念病院 消化器内科 白井 保之 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「急性食道粘膜障害（AEML）について」        小倉記念病院 消化器内科 白井 保之 
≪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)≫ 

 ４.１３（木） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成 29 年度第 1 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、
日本新薬㈱〉

 製品紹介：『ザルティア錠』について（19 時～） 
 講演（19 時 30 分～）           座長  産業医科大学 泌尿器科学 教授 藤本 直浩 
 「BPH/LUTS と生活習慣病～タダラフィルの有用性も含めて～」 

順天堂大学医学部附属浦安病院 泌尿器科 教授 辻村 晃 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･63(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

 ４.１８（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 195 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、日本イーライリリー㈱〉
 講演                         座長  野口整形外科医院 野口 碩雄 
 「運動器疾患に対する薬物治療の有効性と課題」 島根大学医学部 整形外科学 教授 内尾 祐司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ４.２０（木） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉
 
 
 

第 497 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 
 「発達障害圏の夫婦像」                  白川クリニック 院長 丸岡 緑里 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「近年の自殺の傾向と年代別の自殺予防について」 

福岡大学医学部 精神医学教室 講師 衛藤 暢明 
≪取得単位数…1.5、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)≫ 

 ４.２０（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

4 月度北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、㈱ポーラファルマ〉 
 製品紹介：尋常性ざ瘡治療配合剤『デュアック配合ゲル』 
 特別講演                 座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
 「最新のニキビ治療～急性炎症期におけるファーストチョイスの薬剤とは～」 
          新宿南口皮膚科 院長・理事長、東京医科大学 皮膚科兼任教授 乃木田 俊辰 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･70(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年４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 ４.２１（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

第 322 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～） 
 「X 線線量情報の一元管理システム～Radimetrics～」        バイエル薬品㈱ 学術担当 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.5 単位)≫ 

門 司 ４.１９（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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉
 製品紹介：経口 FXa 阻害剤『エリキュース錠』 
 特別講演         座長  門司メディカルセンター 循環器内科 主任部長 川上 和伸 
 「NOAC 時代の心原性脳梗塞症の二次予防」      飯塚病院 神経内科 部長 高瀬 敬一郎 
≪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)≫ 

小 倉 ４.８（土） 
１５時 

TKP 小倉シティセンター 
６階 

福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会〈共催：県内科医会、県内科医会北九州ブロック、 
武田薬品工業㈱〉

 講演１                    座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「頭痛よろず相談（頭のいたーい話）」 

熊本市立熊本市民病院 神経内科 首席診療部長 橋本 洋一郎 
 講演２                                        座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「高齢者の血圧管理～Total Risk Management の観点から～」  製鉄記念八幡病院 院長 土橋 卓也 
≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･15(0.5 単位)･30(0.5 単位)･32(0.5 単位)･ 

73(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫

八 幡 ４.１０（月） 
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  とどろきクリニック 院長 轟木 元友 
 「下垂体疾患の診断と治療」         JCHO 九州病院 内分泌代謝内科 医長 足立 雅広 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…23(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 ４.１８（火） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 

八幡産婦人科医会総会・学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、あすか製薬㈱〉 
 総会（19 時～） 
 学術講演（19 時 30 分～） 
 特別講演（19 時 40 分～）         座長  産業医科大学 産婦人科学 教授 蜂須賀 徹 
 「妊娠高血圧腎症の病態生理～最新の見地から～」 産業医科大学 産婦人科学 講師 柴田 英治 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･66(0.5 単位)≫ 

 ４.１９（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 

八幡臨床外科医会学術講演会・4 月総会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：グアニル酸シクラーゼ C 受容体アゴニスト『リンゼス錠』（19 時～） 
 総会（19 時 10 分～） 
 特別講演（19 時 20 分～）          座長  福留外科胃腸肛門科医院 院長 福留 健一 
 「IBS と便秘の最新治療」      北九州市立医療センター 消化器内科 主任部長 秋穂 裕唯 
≪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)≫ 

 ４.２０（木） 
１８時４５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、ギリアド・サイエンシズ㈱〉 
 総会（18 時 45 分～）                
 特別講演（19 時 15 分～）            座長  吉祥寺クリニック 院長 内田 裕之 
 「C 型肝炎治療の最近の動向」        産業医科大学 第３内科学 学内講師 柴田 道彦 
≪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)≫ 

 ４.２２（土） 
１５時４０分 

 
＜追 加＞ 

JCHO 九州病院 
別館４階 講堂 

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

北九州高齢者薬物療法研究会設立記念講演会〈共催：北九州高齢者薬物療法研究会八幡内科医会、 
八幡医師会、八幡薬剤師会、県病院薬剤師会、洞薬会、武田テバファーマ㈱〉

 講演１.「地域完結型医療におけるポリファーマシー対策～宝塚市の取り組み～」 
                            宝塚市立病院 薬剤部主幹 吉岡 睦展 
 講演２.「ポリファーマシーについて薬剤師に期待したいこと」 

総合診療医学教育研究所 代表取締役 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)≫ 

産医大 ４.１８（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 
 

第 463 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：家族性アミロイドニューロパチーの最近の知見 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…63(1.5 単位)≫ 

 ４.１９（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

 

産業医科大学２号館 
2201 教室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 54 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～） 
「感染症マネジメントとしての抗菌化学療法概論」   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.「βラクタム薬が有効であった症例」 
 ２.「キノロン薬が有効であった症例」  
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･16(0.5 単位)･47(0.5 単位)･30(0.5 単位)≫ 

 ４.２２（土） 
１５時 

 
 
 

ホテルセントラーザ博多 
３階 「花筐の間」 

 
 
 
 
 

※会費 10,000 円 

日本耳鼻咽喉科学会福岡県地方部会・第174回耳鼻咽喉科・頭頸部外科学術講演会 

 〈共催:産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座、産業医科大学医師会、県耳鼻咽喉科専門医会〉

 第Ⅰ群「腫瘍①」第Ⅱ群「耳鼻」第Ⅲ群「咽喉頭」第Ⅳ群「腫瘍②」 

 特別講演（17時30分～）                  座長  産業医科大学 鈴木 秀明 

 「頭頸部癌に対する免疫療法」国立がん研究センター東病院 頭頚部内科 頭頚部内科長 田原 信 

≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…38(0.5 単位)･39(0.5 単位)･49(2.0 単位)≫ 

その他 ４.２５（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 

第 567 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〉 
 情報提供：選択的 DPP-4 阻害剤『スイニー錠』 
 症例発表                        司会  萩原中央病院 森田 恵美子 
 １.「糖尿病黄斑症に対する抗 VGF 抗体（ルセンティス R、アイリーヤ R）硝子体注射と 

トリアムシノロンアセトニドテノン囊下注射を施行した症例」 
山名眼科医院 山名 泰生 

 ２.「 未 定 」  

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年４月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 


