
 
 

◇ 平成２９年５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 ５.８（月） 
１９時１５分 
 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 17 回タバコと死の五重奏研究会〈共催：タバコと死の五重奏研究会、市医師会、ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱〉 
 製品情報提供（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）  座長  産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発科学研究室 

教授 大和 浩 
「喫煙と循環器疾患に関する疫学研究の概観」 

滋賀医科大学 アジア疫学研究センター 特任教授 上島 弘嗣 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ５.１３（土） 
１８時 

 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 
 
 

※会費 懇話会 2,000 円 
  懇親会 2,000 円 

北九州ブロック眼科医会（春）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
演題 

 「糖尿病網膜症の治療ストラテジー」  山口大学大学院医学系研究科 眼科学 教授 木村 和博 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 ５.１６（火） 
１９時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 

第 196 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、日本臓器製薬㈱〉 
 演題                         座長  野口整形外科医院 野口 碩雄 
 「外来における足関節疾患の診断」       しらにた整形外科クリニック 院長 白仁田 厚 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･4(0.5 単位)≫ 

 ５.１８（木） 
１９時３０分 

小倉医師会館 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 46 回北九州子どものこころ懇話会・第 536 回北九州地区小児科医会例会 
〈共催：北九州地区小児科医会、北九州子どものこころ懇話会、市医師会〉

 講演             座長  北九州子どものこころ懇話会 世話人代表 津田 恵次郎 
 「北九州市就学相談に加わってわかったこと～変わったこと 

～小児科医が知っておかなければならない過去の歴史と未来に向けたメッセージ～」 
産業医科大学 小児科 准教授 下野 昌幸 

 説明 
 「特別児童扶養手当・障害児福祉手当に関する現状」 

北九州市立総合療育センター 小児科部長 友納 優子 
≪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)･72(0.5 単位)≫ 

 ５.１８（木） 
１９時３０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

5 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、マルホ㈱〉 
 製品紹介：尋常性ざ瘡治療剤『エピデュオゲル』（19 時 15 分～） 
 特別講演（19 時 30 分～）        座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信
 「進化する痤瘡外用剤を使いこなそう～エピデュオゲルの症例も含めて～」 
                           村上皮フ科クリニック 院長 村上 早織 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ５.１９（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 323 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～） 
 「当院の救急外来での画像診断」      遠賀中間医師会おんが病院 放射線科 小池 真生子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･33(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

 ５.２４（水） 
１９時 

 
＜単位・CC 追加＞ 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 183 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（19 時～） 
 症例提示（２症例予定） 
 ショートレクチャー 
 「肝胆膵外科高難度手術の２例」               JCHO 九州病院 外科 川本 雅彦 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)・12(0.5 単位)・22(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 ５.２５（木） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 29 年度第 1 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 97 回北九州肝腫瘍研究会 
〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、EA ファーマ㈱〉

 情報提供（19 時～） 
 症例提示 
 １.「肝腫瘍の一例（仮）」               産業医科大学 第１外科学 新田 拳助 
 ２.「生検で診断が得られた肝腫瘍の一例」     北九州市立医療センター 内科 三木 幸一郎 
 教育講演 
 「造影超音波を駆使してみる」                JCHO 九州病院 内科 一木 康則 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･15(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 ５.２５（木） 
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 27 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、 
ヤンセンファーマ㈱、田辺三菱製薬㈱〉

 情報提供：『シンポニー』について 
一般演題（19 時～）         座長  JR 九州病院 内科 部長 古郷 功 

産業医科大学 第１内科学講座 講師 中野 和久 
１．「関節リウマチ患者における転倒リスク因子の分析」 

JCHO 福岡ゆたか中央病院 理学療法士 横田 昌誠 
 ２.「関節リウマチに関連した肺病変（仮）」   産業医科大学 呼吸器内科学 助教 小田 桂士 
 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 
 「生物学的製剤の免疫原性～その制御と臨床への応用～」 

日本医科大学アレルギー膠原病内科 教授 桑名 正隆 
≪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)≫ 

 ５.２６（金） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 1 回北九州認知機能・脳疾患研究会〈共催：北九州認知機能・脳疾患研究会、市医師会、エーザイ㈱〉
 製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）    座長  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚
 「認知症のリハビリテーション」  

帝京大学ちば総合医療センター リハビリテーション科 教授 田中 尚文 
≪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)･34(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年５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 ５.２７（土） 
１７時４５分 

 
＜追 加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 
 

福岡県精神神経科診療所協会学術講演会〈共催：福岡県精神神経科診療所協会、市医師会、持田製薬㈱、
田辺三菱製薬㈱、吉富薬品㈱〉

 製品説明：『SSRI レクサプロ錠』最新の話題（17 時 45 分～） 
 一般講演（18 時～）         座長  佐藤まゆみメンタルクリニック 院長 佐藤 眞弓
 １.「精神障害やうつ・不安等を有する親を持つ子どもと家族への支援 

～医療と保健・福祉の連携について考える～」 
                       福岡市こども総合相談センター 所長 藤林 武史 
 ２.「当院における Escitalopram の有用性」        江頭クリニック 副院長 江頭 一輝
 特別講演（19 時～）     座長  三原ﾃﾞｲｹｱ＋ｸﾘﾆｯｸ りぼん・りぼん 理事長 三原 伊保子
 「双極性障害の概念はいかに作られたか：ICD-11 分類に触れて」 

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 教授 神庭 重信 
≪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≫ 

 ５.３０（火） 
１８時３０分 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 12 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌのための感染対策塾、 
市医師会、市薬剤師会、県臨床衛生検査技師会、KRICT、杏林製薬㈱〉

 製品説明：環境除菌・洗浄剤『ルビスタ』 
  総合座長  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
  座長  門司メディカルセンター CNIC 下津 武津美、八幡慈恵病院 検査科 多田 利治 
 研究報告 
 １．「患者ケア区域以外の環境表面における細菌汚染について」 

戸畑共立病院 PNIPC 南 博子
 ２.「病院・施設環境表面の清拭除菌は１日１回より２回がいいか？（仮）」 
                           北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 講演 
１.「誰でも出来る病院・施設での清掃のコツ（仮）」      小倉記念病院 CNIC 溝口 裕美
２.「歩ける ESBL 産生菌保菌者の病院・施設での管理（仮）」JCHO 九州病院 CNIC 森本 麗華 

 Q＆A コーナー    KRICT 本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
 総括発言「講演内容を振り返って（仮）」          産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･10(0.5 単位)･11(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

門 司 ５.１５（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 

 ５.１７（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、武田薬品工業㈱〉 

 製品紹介：『レミニール錠』の有用性について 
 講演                      座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
 「認知症治療における AchE-I の使い分けの実際」  

医療法人鳴子会 菜の花診療所 理事長 北村 ゆり 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ５.２３（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  JR 九州病院 消化器内科 主任医長 光岡 浩志 
≪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)≫ 

 ５.２９（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

JR 九州病院 
 
 

第 67 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、JR 九州病院〉 
 演題 
１．「転移性脳腫瘍に対し外科切除を行い症状改善が得られた肝細胞癌の一例」 

 JR 九州病院 消化器内科 石原 光
 ２．「心臓リハビリテーションの重要性と当院での取り組み」 
                        JR 九州病院 循環器内科 主任医長 前田 貴生
 ３．「腹腔鏡下胃切除術の適応と手術手技」       JR 九州病院 外科 主任医長 亀田 千津
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･30(0.5 単位)≫ 

 ５.３０（火） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 講堂 

 
 

門司区外科会学術講演会〈共催：門司区外科医会、門司区医師会、旭化成ファーマ㈱〉 
 製品紹介：『リクラスト点滴静注液 5㎎』 
 特別講演                     司会  田代クリニック 院長 田代 道良 
 「Dupuytren 拘縮に対する治療とシームレスな骨粗鬆症治療」 

産業医科大学 整形外科学 助教 目貫 邦隆 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…77(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

小 倉 ５.１１（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、アステラス製薬㈱〉 
 講演                      座長  おかべクリニック 院長 岡部 宏明 
 「便秘症と腸内細菌叢について」        福岡市医師会成人病センター 院長 壁村 哲平 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ５.１３（土） 
１５時４５分 

 
＜追 加＞ 

西日本総合展示場 
 
 

The 34th Live Demonstration in KOKURA～OMT Forum 薬物治療が面白くなる！～最新のエビデン
スと臨床経験の融合～ 
〈共催： The 34th Live Demonstration in KOKURA 実行委員会、小倉医師会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱、MSD㈱〉
 講演１（15 時 45 分～）           座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 １．抗凝固療法「虚血性心疾患に対する抗血栓療法の最近の動向」              

帝京大学医学部内科学講座・循環器内科 教授 上妻 謙 
 ２．糖尿病治療「ライフスタイルと未来を護る糖尿病診療～Beyond the BG control～」 
                   福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 准教授 野見山 崇 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･73(0.5 単位)･74(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ５.１７（水） 
１９時 

 
＜講師決定＞ 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階研修室

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：「各科ドクター直伝！在宅療養で見逃してはいけない危険なサイン 

～みんなで知って素早く対応～」 
 演者  国立病院機構小倉医療センター 眼科医長 喜多 岳志 
     九州労災病院 泌尿器科部長 上領 頼之 
     伊与田皮膚科医院 院長 伊与田 修 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(0.5 単位)･36(0.5 単位)･37(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年５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 ５.２３（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 

小倉医師会医療フォーラム講演会〈主催：小倉医師会〉 
 演題                         司会  小倉医師会 理事 木村 喜男 
 「どうなる次の医療と介護の報酬改定～激動の２０１６年を踏まえて～」 
                     日医総研客員研究員 久留米大学特命教授 佐藤 敏信 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 ５.２５（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 401 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 １.「生後早期に活気不良と体重減少で入院し、21 水酸化酵素欠損症と診断した一症例」 
                         国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 小児科 松本 翼 
 ２.「原発性線毛機能不全の診断に至った姉弟例」 国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 小児科 南里 亜由美 

八 幡 ５.８（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  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
 「副腎疾患の診断と治療」           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)…19(0.5 単位)･21(0.5 単位)≫ 

 ５.１１（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 7 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、
アステラス製薬
㈱〉 

 製品紹介（18 時 50 分～） 
 症例検討（19 時～）          司会  北九州市立八幡病院 消化器内科 川口 浩太郎
 １.「手の麻痺いろいろ」              北九州市立八幡病院 神経内科 末永 章人 
 ２.「認知症の診断と治療」              北九州市立八幡病院 精神科 白石 康子 
 特別講演（19 時 50 分～）                司会  益田内科クリニック 益田 勝敏
 「高血糖と低血糖」                  北九州市立八幡病院 糖尿病内科 中村 寛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･63(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ５.１５（月） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

八幡認知症研究会〈共催：八幡認知症研究会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 症例検討（19 時～）                座長  原内科循環器科クリニック 原 洋 
 「高齢者に対する交通安全対策について～改正道路交通法の内容をふまえて～」 

八幡東警察署 交通課 交通指導係長 警部補 奥田 明彦 
 講演（19 時 20 分～）               座長  原内科循環器科クリニック 原 洋 
 「レビー小体型認知症とパーキンソン病」     たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･29(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ５.１８（木） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

八幡内科医会・八幡臨床外科医会合同学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡臨床外科医会、 
八幡医師会、武田薬品工業㈱〉

 情報提供：持続性選択的 DPP4 阻害剤『ザファテック錠』の投与意義 
 講演１                        座長  八幡内科医会 会長 三浦 力 
 「包括的アプローチで高血圧を克服する～地域高血圧連携をメディカルスタッフと構築する～」 
                   遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
 講演２                       座長  八幡内科医会 理事 内田 裕之 
 「在宅ホスピスケアにおける多職種連携」   医療法人社団五雲堂 齋藤醫院 院長 齋藤 如由 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 ５.２３（火） 
１８時３０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

第 10 回プレホスピタル・インホスピタルセミナー〈共催：プレホスピタル・インホスピタルセミナー、
八幡医師会、遠賀中間医師会〉

 一般講演（18 時 30 分～）             座長  遠賀中間医師会 理事 瓜生 康平 
 １.「北九州地域 6消防本部における救急需要の現状について」  

中間市消防本部 警防課長 伊藤 裕之 
 ２.「介護施設における心肺停止時の DNAR 対応に関する倫理的・法的課題の検討 

（平成 28 年度消防防災科学技術推進制度委託研究から）」 
                      北九州市立八幡病院 救命救急センター 伊藤 重彦 
 教育講演（19 時 15 分～）          座長  北九州市八幡医師会 副会長 藤本 裕司 
 「地域包括ケアシステムと救急搬送適正化の今後の展望（仮）」  

消防庁 消防・救急課 救急企画室 救急専門官 森川 博司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

若 松 ５.１６（火） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 

第 1 回若松区内科医会学術講演会〈共催：若松区医師会、若松区内科医会、MSD㈱〉 
 商品説明：持続性選択的 DPP-4 阻害剤/経口糖尿病用剤『マリゼブ錠』について（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～） 
 「認知症患者の不眠症の特徴～オレキシン受容体拮抗薬スボレキサントの有用性～」 
                        医療法人厚生会 道ノ尾病院 副院長 芹田 巧 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ５.１９（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 

第 1 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉 
 商品説明（18 時 45 分～） 
 演題１（19 時～） 
 「 未 定 」 
 演題２（20 時～） 
 「乳腺疾患の診断と治療」            産業医科大学 第１外科学 助教 勝木 健文 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･25(0.5 単位)〔1 単位分の CC 未定〕≫ 

産医大 ５.１６（火） 
１８時３０分 

 
 

産業医科大学２号館 
２階 2301 教室 

 
 

第 464 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：発熱性好中球減少症の診断と治療 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･16(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

その他 ５.１８（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 

※会費 2,000 円 

第 150 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
 講演「臨床に活かしてほしい、脚と足の診かた。」 
              九州大学医学研究院 病態修復内科（第一内科）准教授 小田代 敬太 
 施設紹介「日本海員掖済会 門司掖済会病院の現況」 門司掖済会病院 腎臓内科 部長 有村 美英 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２９年５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 ５.２３（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 

第 568 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：『ビクトーザ皮下注 18 ㎎』 
 症例発表            司会  遠賀中間医師会 おんが病院 糖尿病内科 大江 宣春 
 １．「認知症合併の糖尿病にデュラグルチドが有用であった二症例 

～デュラグルチドはどのような症例に有効か？～」 
山本内科クリニック 山本 繁樹 

 ２．「高血圧症を合併しない糖尿病における SGLT-2 阻害薬の血圧、レニン・アルドステロン系、 
BNP への影響」 

                               山本内科クリニック 山本 繁樹 
 ３．「タブレット端末・アプリを活用した腎不全・糖尿病患者の栄養指導」 
                            小倉第一病院 管理栄養士 檜垣 佳菜 

Ｎｏ．４ 


