
 
 

◇ 平成２９年７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 ７.４（火） 
１８時３０分 

 
＜演題決定＞ 
 

ステーションホテル小倉 
４階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 128 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「ストレス曝露で顕在化した視床下部性潜在性副腎皮質機能低下症の２例」 
    産業医科大学 第１内科学講座 大塚 隆史、成澤 学、田中 健一、黒住 旭、鳥本 桂一、 
                                   岡田 洋右、田中 良哉 
演題２「当院にて３回目の副甲状腺機能亢進症の手術を行った 

多発性内分泌腫瘍症１型（MEN1）の１例」 
         やました甲状腺病院 進藤 久和、森 祐輔、橘 正剛、横井 忠郎、高橋 広、 

佐藤 伸也、山下 弘幸 
 演題３「サイログロブリン遺伝子異常による先天性甲状腺機能低下症４例の臨床的比較検討」 
     産業医科大学病院 小児科 川北 葵、山本 幸代、久保 和泰、江口 真美、齋藤 玲子、 
                       後藤 元秀、川越 倫子、河田 泰定、楠原 浩一 
                 国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部 鳴海 覚志 

慶應義塾大学医学部 小児科 長谷川 奉延 
 演題４「長期間放置後に頻脈、呼吸困難を呈した巨大甲状腺腫瘍の１例」 
     福岡赤十字病院 内分泌内科 中川 瑞穂、耳鼻咽喉科 賀数 康弘、救急部 川原 香加、 
                                     病理部 西山 憲一 
≪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)≫ 

 ７.６（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 29 年度第 2 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、 
市医師会、武田薬品工業㈱〉 

講演                 座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
「局所限局性前立腺癌に対する新しい低侵襲的治療戦略」 

京都府立医科大学 泌尿器科学教室 教授 浮村 理 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･8(0.5 単位)･55(0.5 単位)≫ 

 ７.１１（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

平成 29 年度第 1 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 229 回生涯教育講座〈共催：市医師会、
大日本住友製薬㈱〉 

 講演                  座長  戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
 「胃拡大内視鏡のルーチン検査における有用性と限界」 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 内視鏡部 教授 八尾 建史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･53(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ７.１２（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 7 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、北九州市立医療センター 消化器内科 水谷 孝弘 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「食道炎症性疾患の内視鏡診断」         北九州市立医療センター 消化器内科 水谷 孝弘 
≪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)≫ 

 ７.１３（木） 
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 15 回北九州皮膚アレルギー疾患研究会〈共催：北九州皮膚アレルギー疾患研究会、市医師会、 
協和発酵キリン㈱〉 

 薬剤情報提供（19 時～） 
 特別講演               座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「乾癬の病態と治療法の進歩」   徳島大学大学院医歯薬学研究部 皮膚科学 教授 久保 宜明 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ７.１９（水） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ」 

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成 29 年度第 1 回北部福岡感染症研究会〈共催：北部福岡感染症研究会、県臨床衛生検査技師会、 
市医師会、ファイザー㈱〉 

 情報提供（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）               座長  九州大学 名誉教授 熊澤 淨一 
「重症感染症の抗菌療法」 
  広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 救急集中治療医学 教授 志馬 伸朗 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 ７.２１（金） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 29 年度第 1 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 1 回北部九州肺縦隔研究会 
〈共催：北部九州肺縦隔研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 
 特別講演                座長  産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 
 「NSCLC 治療における Bevacizumab の意義」 
                  兵庫医科大学 内科学講座 呼吸器科 主任教授 木島 貴志 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ７.２１（金） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 
 

第 289 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、エーザイ㈱〉 
 一般演題                司会  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
 １．「 未 定 」             小倉記念病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 倉田 馨介 
 ２．「甲状腺腫瘍に対する外科治療について」 
                産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 学内講師 大久保 淳一 
 ３．「甲状腺癌の分子標的薬について」  

産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 講師 若杉 哲郎 
 ４．「甲状腺癌に対するレンバチニブの使用経験」 

ＪＣＨＯ九州病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 松尾 美央子 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･19(0.5 単位)･41(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年７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 ７.２３（日） 
９時３０分 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 23 回実地医家のための糖尿病セミナーin 北九州〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、 
田辺三菱製薬㈱、第一三共㈱〉 

 １．講演（9時 40 分～）  座長  北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 
  １）「糖尿病性腎症」          ＪＣＨＯ九州病院 内分泌代謝内科 医長 足立 雅広 
  ２）「肥満を伴う２型糖尿病へのアプローチ」  
                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 
  ３）「糖尿病の急性合併症～糖尿病性意識障害・昏睡～」 

北九州総合病院 内科 主任部長 木原 康之 
 ２．ランチョンセミナー（12 時～）   座長  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 野原 栄 
  「糖尿病患者と消化器癌～高リスク群としての対応～」  

ＪＲ九州病院  消化器内科 主任医長 妹尾 健正 
 ３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～） 
              座長  北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 
≪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)≫ 

 ７.２４（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」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 458 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、ギリアド・サイエンシズ㈱〉 
 製品説明（18 時 30 分～） 
              司会  国立病院機構小倉医療センター 肝臓内科 部長 佐藤 丈顕 
 一般演題（18 時 45 分～） 
 １．「術後急性肝障害の１例」               産業医科大学 第３内科 米田 晃敏 
 ２．「肺癌治療中に肝障害をきたした１例」         九州労災病院 消化器内科 中村 吏 
 特別講演（20 時～）   
 「IgG4 関連疾患について」              新小倉病院 肝臓内科 医長 谷本 博徳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･18(0.5 単位)･24(0.5 単位)≫ 

 ７.２７（木） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

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 24 回心血管病予防研究会〈共催：心血管予防研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
 一般講演                   座長  門司掖済会病院 副院長 藤井 健一郎 
 「内科医が知っておきたい睡眠診療のコツ」     産業医科大学 精神医学教室 講師 堀 輝 
 特別講演                      座長  門司掖済会病院 院長 阿部 功 
 「睡眠無呼吸症～広がる SAS の診療～」  

愛知医科大学大学院医学研究科 睡眠医学 主任教授 塩見 利明 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･23(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ７.２８（金） 
１８時４５分 

パークサイドビル 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 16 回北九州疼痛治療研究会〈共催：北九州疼痛治療研究会、市医師会、ヤンセンファーマ㈱〉 
 情報提供：『トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠』（18 時 45 分～） 
 一般演題（19 時～）         座長  北九州市立医療センター 総括副院長 眞鍋 治彦 
 １．「多発性硬化症を疑った外来患者の１例」 北九州市立八幡病院 麻酔科 主任部長 金色 正広 
 ２．「当院ペインクリニックにおける慢性疼痛の現況」 
                      北九州市立医療センター 麻酔科 部長 神代 正臣 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  北九州市立医療センター 麻酔科 部長 神代 正臣 
 「痛みに対する薬物療法～エビデンスとガイドライン～」 

佐世保共済病院 ペインクリニック麻酔科 部長 境 徹也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…60(1.0 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ７.２８（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 55 回北九州小児血液・腫瘍懇話会〈共催：北九州小児血液・腫瘍懇話会、市医師会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱〉 
 一般講演                      座長  産業医科大学 小児科 本田 裕子 
 １．「深部静脈血栓を契機に診断された先天性 PC 欠損症について」  

産業医科大学 小児科 押田 康一 
 ２．「頚部リンパ節腫脹で発症した乳児 LCH について～化学療法や造血幹細胞移植をふまえて～」 
                              産業医科大学 小児科 水城 和義 
 ３．「小児急性リンパ性白血病における初診時白血球数とその治療前変動の意義」 
                           北九州市立八幡病院 小児科 木村 拓郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･3(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ７.２８（金） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 

第 499 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、武田薬品工業㈱〉 

 製品紹介：アルツハイマー型認知症治療剤『レミニール錠』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 
 「せん妄ハイリスク患者の不眠に対する治療提案」  

産業医科大学 精神医学教室 助教 井形 亮平 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「うつ病と認知症の鑑別と関連性（仮）」  
                 順天堂大学大学院医学研究科 精神・行動科学 先任准教授 

順天堂大学医学部附属 順天堂越谷病院 副診療部長 馬場 元 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ７.２９（土） 
１６時３０分 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 

※会費 1,000 円 

第 28 回北九州総合診療研究会〈共催：北九州総合診療研究会、市医師会、大日本住友製薬㈱〉 
 特別講演                   司会  JCHO 九州病院 診療部長 酒井 賢一郎 
 「低カリウム血症、高カリウム血症の基本的な見方考え方～ARB の副作用も含めて～」  
                    中部ろうさい病院 リウマチ・膠原病科部長 藤田 芳郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･21(0.5 単位)･24(0.5 単位)≫ 

門 司 ７.１０（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 

小 倉 ７.８（土） 
１６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 13 回研修会」 
〈共催：小倉医師会、小倉北区・南区統括支援センター〉 

 演題「認知症のひとの在宅医療」                大井戸診療所 院長 大澤 誠 
≪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)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年７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 ７.１３（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、武田薬品工業㈱〉 
 特別講演                   座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 「EPA/DHA と生活習慣病～ω3系多価不飽和脂肪酸による脂質・免疫・炎症への影響～」 
          東邦大学医療センター佐倉病院 糖尿病内分泌代謝センター 教授 龍野 一郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･73(0.5 単位)･75(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ７.２０（木） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 

第 403 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題「こどもの感染・免疫・遺伝～個と全体から～」 

九州大学大学院医学研究院 成長発達医学分野 教授 大賀 正一 

八 幡 ７.６（木） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 「視聴覚室」 

 
 
 

第 207 回八幡医学会〈主催：八幡医師会〉 
 特別講演                    座長  JCHO 九州病院 内科部長 小川 亮介 
 「がん根絶を目指す新規治療法開発の最前線」 

九州大学大学院医学研究院 病態修復内科（第一内科）教授 赤司 浩一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ７.６（木） 
１８時４０分 
 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 
 

第 147 回八幡成人病懇話会〈共催：八幡成人病懇話会、八幡医師会、大日本住友製薬㈱〉 
 製品紹介：長時間作用型 ARB/持続性 Ca 拮抗薬配合剤『アイミクス配合錠』 
 特別講演                    座長  JCHO 九州病院 副院長 山本 英雄 
 「運動指導とリハビリテーション」 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…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ７.１２（水） 
１８時４５分 

JCHO 九州病院 
別館４階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 39 回八幡リハビリテーションセミナー〈共催：八幡ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾐﾅｰ、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品説明：疼痛治療剤『リリカカプセル』（18 時 45 分～） 

座長  JCHO 九州病院 整形外科 診療部長 土屋 邦喜 
 一般演題（19 時～）   
 「高齢者における運動と栄養について」        JCHO 九州病院 理学療法士 十時 浩二 
特別講演（19 時 20 分～） 
「ロコモティブシンドローム予防とリハビリテーション」 

九州大学病院 リハビリテーション科 准教授 川口 謙一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･19(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

八 幡 ７.１３（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 「視聴覚室」 

 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 44 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 主任部長 田中 正哉 

 １．「浮腫関連 case1」             北九州市立八幡病院 循環器内科 宮本 太郎 
２．「浮腫関連 case2」             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  つのだ内科循環器クリニック 院長 角田 稔 
「浮腫の診かた（仮）」          北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･24(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ７.１９（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 「視聴覚室」 

 
 
 

八幡臨床外科医会 7 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：疼痛治療剤（神経障害性疼痛・線維筋痛症『リリカ』 
 特別講演                     座長  ひらたクリニック 院長 平田 静弘 
 「整形外科領域における疼痛治療」         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)…59(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

 ７.２０（木） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 「視聴覚室」 八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉 

 特別講演                   司会  今井小児科内科医院 院長 今井 伸恵 
 「肺がん治療の up to date～激動する肺がん診療ガイドラインの改訂ポイント～」 

 久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 講師 山田 一彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…41(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

若 松 ７.２１（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

第２回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、塩野義製薬株式会社〉 
 商品説明（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
 １．「医療保険について（仮）」         きとう胃腸科内科クリニック 院長 木藤 洋一 
 ２．「ストレスチェック制度とうつ病の基礎知識」   産業医科大学 精神医学教室 講師 堀 輝 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･9(0.5 単位)･20(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

産医大 ７.１８（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 第 466 回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：新しい肺炎ガイドラインについて 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

その他 ７.２５（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 

第 570 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：『ライゾデグ配合注』 
症例発表                   司会  東和病院 糖尿病センター 松本 雅裕 

 １．「DPP-4 阻害薬の増量の有用性に関する検討～CGM データも含めて～」 
                          門司メディカルセンター 内科 新生 忠司 
 ２．「 未 定 」                きはら内科クリニック糖尿病内科 木原 康之 

Ｎｏ．３ 


