
 
 

◇ 平成２９年６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 ６.２（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 23 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 25 ㎎』（18 時 45 分～） 
 一般演題（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 
特別講演（19 時 30 分～）    司会  済生会八幡総合病院 整形外科 主任部長 松浦 恒明 
「成長期における肩・肘スポーツ障害」 

横浜南共済病院 整形外科 院長補佐 スポーツ整形外科部長 山崎 哲也 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)･61(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 ６.２（金） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 23 回福岡山口臨床不整脈研究会〈共催：福岡山口臨床不整脈研究会、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
薬剤情報提供（18 時 50 分～） 
一般講演（19 時～）            座長  九州大学病院 循環器内科 講師 向井 靖 
１.「心房細動に対する肺静脈隔離時に、肺切除術後の肺静脈断端部も含めて 

クライオアブレーションを行った症例」      JCHO 九州病院 内科 医長 菊池 幹 
２.「 未 定 」                  九州大学病院 循環器内科 矢加部 大輔 
３．「心房細動アブレーション７か月後に収縮性心膜炎を合併した症例」 
                 山口大学大学院 医学系研究科 器官病態内科学 石口 博智 
４．「TAVI 後に出現した左室流出路起源心室性期外収縮に対してアブレーションを施行した症例」 
                           小倉記念病院 循環器内科 東北 翔太 
特別講演（20 時～）   座長  国立病院機構九州医療センター 循環器内科 科長 中村 俊博 
「不整脈植込みデバイスの進化と残された問題」 

国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 不整脈科 医長 野田 崇 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

 ６.８（木） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

第 35 回北九州心臓リハビリテーションセミナー〈共催：北九州心臓リハビリテーションセミナー、 
市医師会、トーアエイヨー㈱〉 

 薬剤情報提供（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）   座長  北九州市立医療センター 浦部 由利、新小倉病院 原田 征樹 
 「症例クイズにチャレンジ！その先の CPX」 

大阪産業大学 人間環境学部 スポーツ健康学科 教授 佐藤 真治 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(1.0 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ６.８（木） 
１８時３０分 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 498 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、大塚製薬㈱〉 

 情報提供：抗精神病薬『エビリファイ』について 
 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 
 「抗精神病薬の特効性注射剤に関する当院の取り組み」  南ヶ丘病院 精神科 診療部長 竹内 裕二 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「さわ病院における精神科救急医療の現状と長期の予後および治療継続性を考慮した 

合理的統合失調症薬物治療戦略～アリピプラゾールを中心に～」 
                         ほくとクリニック病院 診療部長 渡邊 治夫 
≪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)･68(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ６.９（金） 
１９時１０分 
 

北九州国際会議場 
メインホール 

 
 

※会費 500 円 

第 25 回北九州感染制御研究会〈共催：KRICT、市医師会、Meiji Seika ファルマ㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）             座長  産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
 「感染対策で不思議に思ったこと」     浜松医療センター 感染症内科 副院長 矢野 邦夫 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

 ６.１４（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 6 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  産業医科大学 第３内科 渡邊 龍之、門司メディカルセンター 放射線科 松浦 秀司 
症例検討（２題予定） 

 教育講演 
 「当院で経験した CT-colonography が有用であった数例」         

門司メディカルセンター 放射線科 松浦 秀司 
≪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)≫ 

 ６.１４（水） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 5 回北九州脈管と血栓塞栓症研究会〈共催：北九州脈管と血栓塞栓症研究会、市医師会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉 
 一般講演           座長  製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科 部長 荒川 修治 
 １.「脳梗塞急性期に顕在化した AIHA の症例」 製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科 木村 俊介 
 ２.「TAVI 後の人工弁血栓症」              小倉記念病院 循環器内科 林 昌臣 
 特別講演               座長  産業医科大学 第２内科学 准教授 園田 信成 
 「冠動脈疾患合併心房細動患者の問題点“減らすエビデンス”を求めて」 
                       北里大学医学部 循環器内科学 教授 阿古 潤哉 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ６.１５（木） 
１９時１０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

6 月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、北九州乾癬研究会、市医師会、 
田辺三菱製薬㈱〉 

 製品紹介：『レミケード』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）       座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「乾癬治療の最近の話題～外用療法から生物学的製剤まで～」  

東京医科大学 皮膚科学講座 教授 大久保 ゆかり 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 ６.１６（金） 
１８時３０分 

千草ホテル 
１階 「鶴の間」 

 
 
 

第 324 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～） 
 「転移性骨腫瘍の画像診断」             産業医科大学 放射線科学教室 寺澤 岳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･59(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年６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 ６.２１（水） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 45 回北九州小児感染症懇話会・第 537 回北九州地区小児科医会例会〈共催：北九州小児感染症懇話会、 
北九州地区小児科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉 

 製品紹介『クラリス』 
 一般講演（19 時～）             座長  坂口こどもクリニック 院長 坂口 祐助 
 「重症心身障がい児の下気道炎における微生物学的特徴」  産業医科大学 小児科 教授 小川 将人 
 特別講演（19 時 30 分～）        座長  産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 
 「小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2017 改訂のポイント」 
                     千葉大学真菌医学研究センター 准教授 石和田 稔彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･46(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（水） 
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 45 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、ノバルティスファーマ㈱〉 

 講演（19 時～）          座長  産業医科大学 第１内科学講座 准教授 岡田 洋右 
 「当科における DPP4 阻害薬とメトホルミン併用療法の使用経験」 
                   産業医科大学若松病院 リウマチ・糖尿病内科 肥川 健司 
 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 
 「グルカゴンから見た糖尿病」  

群馬大学 生体調節研究所 代謝シグナル研究展開センター 教授 北村 忠弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（水） 
１９時３０分 
 
＜追 加＞ 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 25 回北九州整形外傷研究会〈共催：北九州整形外傷研究会、市医師会、日本臓器製薬㈱〉 
 製品紹介：『ノイロトロビン』 
 特別講演                 座長  福岡新水巻病院 整形外科部長 畠山 英嗣 
 「iMAP（骨髄点滴）が骨折治療における感染を完全に制圧する根拠」 
                       製鉄記念広畑病院 整形外科担当部長 圓尾 明弘 
≪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)≫ 

 ６.２３（金） 
１９時 

 

北九州総合病院 
１階 「フォーラム JONO」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 12 回北九州 ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～ 
〈共催：北九州 ER～Critical Care Conference～、市医師会、大塚製薬㈱〉 

 一般演題（19 時～）        座長  北九州総合病院 救命救急副センター長 賀久 道明 
 「救命しえた表面活性剤中毒の一例」               北九州総合病院 森本 俊規 
 特別講演（19 時 20 分～）       座長  北九州総合病院 救命救急センター長 坂本 喜彦 
 「てんかんの診断と治療～初期治療から手術的治療法について～」  

産業医科大学 脳神経外科学 教授 西澤 茂 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

 ６.２９（木） 
１９時３０分 

産業医科大学 
ラマツィーニホール 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 35 回北九州リハビリテーション医会〈共催：北九州リハビリテーション医会、市医師会〉 
 北九州大腿骨近位部骨折地域連携ﾊﾟｽ協議会・北九州脳卒中地域連携ﾊﾟｽ協議会（18 時 45 分～） 
特別講演（19 時 30 分～） 
「回復期から在宅へのソフトランディング～良質で効率的な入院リハ、 

より高い QOL での在宅生活のために～」 
                        札幌渓仁会リハビリテーション病院 橋本 茂樹 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(1.0 単位)≫ 

 ６.２９（木） 
１９時１５分 

TKP 小倉ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 
９階 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 2 回北九州肝胆膵外科フォーラム〈共催：北九州肝胆膵外科フォーラム、市医師会、 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 

 製品説明（19 時～） 
座長  済生会八幡総合病院 外科 長谷川 博文、北九州市立八幡病院 外科 野口 純也 

一般演題（19 時 15 分～）                 
 「 未 定 」  
 特別講演（20 時 15 分～） 
 「 未 定 」                 都立駒込病院 肝胆膵外科 部長 本田 五郎 
≪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)･0(0.5 単位)≫ 

 ６.３０（金） 
１９時１５分 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 

第 16 回乳癌の画像診断最前線～in Kitakyushu～〈共催：乳癌の画像診断最前線、市医師会、第一三共
㈱〉 
 製品紹介：超音波造影剤『ソナゾイド』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）      座長  産業医科大学 放射線科学教室 准教授 青木 隆敏 
 「高濃度乳房をめぐる最近の話題」 

聖路加国際病院 放射線科 医長/乳房画像診断室 室長 角田 博子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

門 司 ６.１３（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、大日本住友製薬㈱〉 
 製品紹介：レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬『トレリーフ錠』 
 講演                       司会  田代クリニック 院長 田代 道良 
 「パーキンソン病について」 九州労災病院門司メディカルセンター 神経内科 部長 由比 友顕 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･29(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（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、バイエル薬品㈱〉 
 製品紹介：選択的直接作用型第 Xa 因子阻害剤『イグザレルト錠』（19 時～） 
 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 
 「VTE の診断と治療の現状（仮）」         小倉記念病院 循環器内科 医長 平森 誠一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

小 倉 ６.２２（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 402 回小倉小児科医会臨床懇話会〈主催：小倉医師会〉 
 演題１ 
 「総合外来１年間のまとめ」         北九州市立総合療育センター 小児科 友納 優子 
 演題２ 
「当センター母子入所の現状」        北九州市立総合療育センター 小児科 藤田 弘之 

 ６.２９（木） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉 
 

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、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱〉 
 特別講演（19 時～）                    座長  藤井内科医院 藤井 幸藏 
 「COPD 治療に関する最新の知見（仮）」     産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…未定≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年６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 ６.８（木） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 八幡小児科医会 6 月例会〈共催：八幡小児科医会、田辺三菱製薬㈱〉 

 情報提供：4種混合ワクチン『テトラビック皮下注シリンジ』 
 特別講演                   座長  くみこキッズクリニック 中村 久美子 
 「ワクチンで防ぐ感染症～近年の成果とこれからの展望～」 

川崎医科大学 小児科学 教授 中野 貴司 

 ６.１２（月） 
１９時 

千草ホテル 
別館１階 「鶴の間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 6 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㈱〉 
 情報提供：『タケキャブ錠』の有用性について（19 時～） 
 演題１（19 時 20 分～） 
 「心肺停止で救急搬送された肝硬変の一例」      JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則 
 演題２（19 時 55 分～） 
 「当院における食道静脈瘤破裂症例の検討」  

北九州市立八幡病院 外科/消化器肝臓病センター 田上 貴之 
≪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)≫ 

 ６.１５（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

6 月度八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、小野薬品工業㈱〉 
 薬剤情報提供：選択的 SGLT2 阻害剤 2 型糖尿病治療剤『フォシーガ錠 5㎎・10 ㎎』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）                   座長  重森医院 院長 重森 宏敬 
 「心血管イベント抑制を見据えた糖尿病治療 Up to Date（仮）」 
                産業医科大学若松病院 リウマチ・糖尿病内科 助教 鳥本 桂一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･42(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 視聴覚室 

 
 
 
 

八幡臨床外科医会 6 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：「リクシアナ錠」について 
 特別講演                        座長  末次医院 院長 末次 文祥 
 「塞栓源不明塞栓症（ESUS）の診断と治療」 
         製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科部長 脳卒中・神経センター長 荒川 修治 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…34(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ６.２９（木） 
１９時 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」 

 
 
 
 
 

八幡整形外科医会 6 月例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡医師会、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）『リリカカプセル』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）          座長  いさやま整形外科医院 院長 諫山 智洋 
 「変形性関節症に対する疼痛治療～基礎研究から人工関節手術まで～」 
                          産業医科大学 整形外科学 講師 川﨑 展 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

産医大 ６.９（金） 
１９時 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
「サファイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 33 回医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会〈共催：医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会、 
産業医科大学医師会、大塚製薬㈱〉 

                   座長  産業医科大学 腎センター 診療教授 田村 雅仁 
症例発表（19 時～） 
「腹膜透析開始後に左室機能低下が著明改善した一例」 

産業医科大学 循環器内科・腎臓内科 中園 和利 
 教育講演（19 時 15 分～） 
 「慢性腎不全患者の栄養障害について」       産業医科大学 腎センター 講師 宮本 哲 
 特別講演（19 時 45 分～）          座長  産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 
 「心不全を識る・うっ血を管理する～エビデンスをふまえた考え方～」 

九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 教授 筒井 裕之 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･45(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ６.１４（水） 
１９時 

産業医科大学２号館 
2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 55 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～） 
 「がん診療における感染症マネジメント」       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．「抗癌化学療法で生じた発熱性好中球減少症の症例」 
 ２．「抗癌化学療法中に生じた感染症の症例」 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…25(0.5 単位)･28(0.5 単位)･53(0.5 単位)･59(0.5 単位)≫ 

 ６.２０（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
4 階 2401 教室（図書館 4

階） 
 
 

第 465 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉 
 テーマ：甲状腺中毒症の鑑別診断 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･43(1.0 単位)≫ 

その他 ６.２４（土） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル 
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 

第 40 回福岡大学医学部同窓会「烏帽子会」北九州支部総会・記念学術講演 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 

 総会（18 時～） 
 記念学術講演（18 時 30 分～）      座長  こがねまるクリニック 理事長 小金丸 史隆 
 「Black-blood MRI による頭頚部血管の評価」 福岡大学医学部 放射線医学教室 准教授 高野 浩一 

 ６.２７（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 

第 569 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  新小倉病院 藤本 良士 
 １．「 未 定 」                      山本内科・糖尿病内科 山本 操 
 ２．「 未 定 」                       りい内科クリニック 李 源台 

Ｎｏ．３ 


