
 
 

◇ 平成２９年８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 ８.１８（金） 
１９時２０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 2 回創傷治癒・出血疾患セミナー〈共催：創傷治癒・出血疾患セミナー、市医師会、CSL ベーリング㈱〉 
 製品情報提供：『フィブロガミン P静注用』（19 時 20 分～） 
 一般演題（19 時 30 分～）   座長  国立病院機構小倉医療センター 臨床研究部長 堤 宣翁 
 １．「くり返す上部消化管出血に対して第Ⅷ製剤が著効した１例」 

健和会大手町病院 外科 松山 純子 
 ２．「外傷性肝損傷において止血に難渋した、第Ⅴ因子ｲﾝﾋﾋﾞﾀｰ含有による後天性血友病患者の一例」 
                               小倉記念病院 外科 江本 憲央 
 特別講演（20 時～）   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 消化器・肝臓病センター長 岡本 好司 
 「その出血、凝固第Ⅷ因子が原因では？～凝固反応 後のｷｰﾌｧｸﾀｰ『凝固第Ⅷ因子』の基礎と臨床～」 
                     北海道医療大学 歯学部内科学講座 教授 家子 正裕 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･19(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ８.２２（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 

第 197 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㈱〉 
 学術情報：『ノイロトロピン』（19 時～） 
 例会議事（19 時 10 分～） 
 演題（19 時 30 分～）              座長  入江整形外科医院 副院長 入江 学 
 「変形性膝関節症に対する治療の進歩」   東京女子医科大学 整形外科学教室 教授 岡崎 賢 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 ８.２５（金） 
１８時４０分 
 

ＴＫＰ小倉シティセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 19 回北九州内視鏡外科（ＫＥＳ）セミナー〈共催：北九州内視鏡外科（KES）、市医師会、 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 

製品説明（18 時 40 分～） 
一般演題（18 時 50 分～）         座長  済生会八幡総合病院 手術室 矢野東 和代 
                            北九州総合病院 手術室 堀川 綾子 
１．「手術安全チェックリストと当院での取り組み」         産業医科大学病院 手術室 
２．「ガーゼカウントと体内遺残について」                新小倉病院 手術室 
３．「内視鏡外科手術における医療安全の実際」           戸畑共立病院 臨床工学科 
教育講演（19 時 20 分～）                  座長  新小倉病院 花桐 武志 
「鏡視下手術と医療安全対策」           産業医科大学 第１外科 教授 平田 敬冶 
特別講演（19 時 50 分～）              座長  北九州市立八幡病院 伊藤 重彦 
「医療事故調査制度の現状～周術期事例を含めて（仮）」 
        日本医師会 医療安全対策委員会 副委員長・福岡県医師会 副会長 上野 道雄 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･9(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ８.２５（金） 
１９時 

 
＜演題追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 26 回玄海心不全カンファレンス〈共催：玄海心不全カンファレンス、市医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤『レパーサ』 
 症例発表（19 時 10 分～）          座長  北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美 
 １．「冠動脈ステント留置後の左房枝閉塞に伴い洞調律にもかかわらず左房内血栓を生じた一例」 
                             産業医科大学 第２内科 尾上 武志 
 ２．「収縮性心膜炎を合併した IgG4 関連疾患の自験例」 
                           製鉄記念八幡病院 循環器内科 東 里奈 
 特別講演（20 時 10 分～）          座長  飯塚病院 循環器内科部長 井上 修二朗 
 「心不全に合併した心不全増悪因子の管理とその重要性について」 

宗像水光会総合病院 循環器科 部長 竹本 真生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･24(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ８.２９（火） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

平成 29 年度第 1 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 手島 久文 
１．「北九州市国民健康保険特定健診・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．「胃がん・大腸がんの内視鏡診断と治療」    戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･53(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

門 司 ８.２３（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、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：不眠症治療薬『ルネスタ』について 
 講演                      座長  くらもと内科医院 院長 木村 洋一 
 「不眠症診療の留意点～睡眠薬切り替えのコツ～」    有吉祐睡眠クリニック 院長 有吉 祐 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･20(0.5 単位)≫ 

 ８.２４（木） 
１９時 

 

門司区医師会館 
３階 講堂 

 

平成 29 年度第１回門司区医師会医療安全研修会〈主催：門司区医師会〉 
 演題「医療安全とヒューマンエラー」           北九州市立大学 学長 松尾 太加志 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(1.0 単位)≫ 

 ８.２８（月） 
１９時 

 
＜演題追加＞ 

新小文字病院 
 
 

第 68 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、新小文字病院〉 
 演題 
１．「脳外科後期研修開始 3 ヵ月間に経験した症例」    新小文字病院 脳神経外科 石原 直貴 
２．「当院整形外科での経験」               新小文字病院 整形外科 豊見山 樹 
３．「外科修練開始後 5ヵ月で興味深かった症例」     新小文字病院 呼吸器外科 山下 直樹 
４．当院での緊急 PCI の実績～CPA 症例を通して見えたこと～」 新小文字病院 内科 冨永 尚樹 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(0.5 単位)･44(0.5 単位)･46(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ８.２９（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

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  西明内科消化器科医院 西明 真 
≪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)≫ 

若 松 ８.１０（木） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 

平成 29 年度第 2 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、若松外科医会、 
大塚製薬㈱〉 

 製品紹介：多発性嚢胞腎治療薬『サムスカ錠』について（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～） 
 「慢性腎臓病（CKD）の診断と治療戦略」 産業医科大学若松病院 腎臓内科 診療科長 中俣 潤一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年８月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

カリキュラムコード（略称CC) 

    

１ 医師のプロフェッショナリズム ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷 

２ 医療倫理：臨床倫理 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡 

３ 医療倫理：研究倫理・生命倫理 ３１ めまい ５９ 背部痛 

４ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３２ 意識障害 ６０ 腰痛 

５ 心理社会的アプローチ ３３ 失神 ６１ 関節痛 

６ 医療制度と法律 ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害 

７ 医療の質と安全 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ 

８ 感染対策 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿 

９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉 

１１ 予防と保健 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿 

１２ 地域医療 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急 

１３ 医療・介護・福祉の連携 ４１ 嗄声 ６９ 不安 

１４ 災害医療 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ） 

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産 

１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害 

１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理 

１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症 

１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症 

２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病 

２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症 

２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症 

２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息 

２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療 

２５ リンパ節腫張 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア 

２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣 

２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む） 

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ０ その他 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

産医大 ８.２３（水） 
１９時 

産業医科大学 2号館 
2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 56 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～） 
 「周術期管理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．「手術部位感染症の症例」 
 ２．「術後感染症の症例」  
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･24(0.5 単位)･26(0.5 単位)･42(0.5 単位)≫ 

その他 ８.２２（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

 

第 571 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  九州労災病院 田中 誠一 
 演題１．「 未 定 」 
 演題２．「 未 定 」             ＪＣＨＯ九州病院 内分泌代謝内科 河野 倫子 

Ｎｏ．２ 


