
 
 

◇ 平成２９年９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 ９.１（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 255 回北九州整形外科医会〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉 
 製品紹介：経皮吸収型鎮痛消炎剤『ロコアテープ』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）         座長  小倉記念病院 整形外科 部長 松崎 尚志 
 「股関節疾患に対する疼痛対策～低侵襲な股関節骨温存手術の実際～」 
        京都大学医学部附属病院 整形外科 運動器機能再建学講座 特定講師 後藤 公志 
≪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)≫ 

 ９.１（金） 
１８時４５分 
 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 120 回北九州外科研究会〈共催：北九州外科研究会、市医師会、㈱ヤクルト、科研製薬㈱〉 
 製品紹介（18 時 45 分～） 
 演題発表（19 時～） 
 １．「直視下生検によって術前診断し得た胆管内乳頭状腫瘍の１例」 
                          門司メディカルセンター 外科 谷口 竜太 
 ２．「非外傷性脾破裂の１例」               製鉄記念八幡病院 外科 谷 ありさ 
 ３．「診断に難渋した胸壁腫瘍の１例」          産業医科大学 第２外科 福市 有希子 
 ４．「混合型巨大食道裂孔ヘルニアに対するメッシュを用いた腹腔鏡下手術」 
                           北九州総合病院 消化器外科 河合 冬星 
 ５．「腹腔内出血で発見された胃 GIST の１例」          新小倉病院 外科 森田 彰子 
 ６．「魚骨の胃壁穿通による肝膿瘍に対して腹腔鏡下摘出術を行った１例」 

 ＪＣＨＯ九州病院 外科 堤 親範 
 ７．「成人の術後腸重積の１例」              健和会大手町病院 外科 黒木 寿一 
 ミニレクチャー（20 時 10 分～） 
 「大腸癌 VEGF 阻害剤３剤の特徴と使い分け（仮）」  国立病院機構 小倉医療センター 豊福 篤志 
 特別講演（20 時 25 分～） 
 「膵癌治療の現状（仮）」    九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科 准教授 大塚 隆生 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･50(0.5 単位)･51(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫ 

 ９.２（土） 
１８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」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北九州市医科歯科連携シンポジウム「ビスホスホネートと顎骨壊死」～適正使用に向けて～ 
〈共催：北九州臨床整形外科医会、市歯科医師会、市医師会、アステラス製薬㈱、エーザイ㈱、 

小野薬品工業㈱、大正富山医薬品㈱、中外製薬㈱、帝人ファーマ㈱〉 
基調講演１（18 時～）          座長  北九州臨床整形外科医会 副会長 猪原 史敏 
「骨粗鬆症患者に対するビスホスホネート治療の意義と顎骨壊死」 
                           産業医科大学 整形外科学 酒井 昭典 
基調講演２（18 時 30 分～） 座長  北九州市医科歯科連携シンポジウム 北九州市歯科医師会 
                               実行委員会委員長 山口 祐典 
「骨吸収抑制薬使用患者の歯科での対応～ポジションペーパー2016 を受けて～」 
                       九州歯科大学 口腔内科学分野 教授 吉岡 泉 
シンポジウム（19 時～） 
「ビスホスホネートと顎骨壊死～医科歯科連携の重要性～」    

司会  北九州臨床整形外科医会 副会長 猪原 史敏 
北九州市歯科医師会実行委員会委員長 山口 祐典 

「医科サイドから見た問題点」                  手島整形外科医院 手島 鍛 
 「医科サイドから見た反省点」              平沼整形外科クリニック 平沼 泰成 
 「医科歯科連携の新たな課題」               かつき脳外科整形外科 永島 雅人 
 「歯科サイドから見た問題点」          しらいし歯科口腔外科クリニック 白石 輝久 
 「歯科サイドから見た反省点」          戸畑共立病院 歯科口腔外科部長 古田 功彦 
 「弁護士の立場から」               福岡県歯科医師会 嘱託弁護士 酒井 辰馬 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･8(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ９.６（水） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

第 22 回豊の国糖尿病と腎研究会〈共催：豊の国糖尿病と腎研究会、市医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的 SGLT2 阻害薬『スーグラ錠』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）         座長  小倉記念病院 腎臓内科 部長 金井 英俊 
 「糖尿病腎症の病態と治療～腎内血行動態異常から考える～」 
  大阪市立大学大学院 医学研究科腎臓病態内科学 特任教授、明治橋病院 院長代理 石村 栄治 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ９.８（金） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 40 回北九州糖尿病の集い〈共催：北九州糖尿病の集い、市医師会、 
北九州糖尿病療養指導士認定委員会、大日本住友製薬㈱〉 

 製品紹介：糖尿病治療薬（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）            座長  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 
 「新たに見えてきたグルカゴンと膵α細胞の意義」 
  大阪大学 助教 医学部医学科教育センター/大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 河盛 段 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…23(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ９.１２（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 回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 230 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイランＥＰＤ合同会社〉 

 製品紹介（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）                座長  望月胃腸クリニック 院長 望月 祐一 
 「腸内細菌を大事に育成して未病を目指す」 
                  慶應義塾大学医学部内科学（消化器）教室 教授 金井 隆典 
≪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)･54(0.5 単位)≫ 

 ９.１３（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会９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  芦屋中央病院 消化器科 松嶋 祐、製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「炭酸ランタンによる上部消化管病変」       製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎 
≪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)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年９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 ９.１３（水） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 「中・小会議室①」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 38 回北九州胸部疾患研究会〈共催：北九州胸部疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 
                      司会  小倉記念病院 呼吸器内科部長 田浦 裕輔 
 基調講演 
 「アバスチン、タルセバ併用療法の使いどころ（仮）」 
                        ＪＣＨＯ九州病院 呼吸器内科医長 原田 大志 
 一般演題 
 「肺胞内腫瘍散布を認めた肺腺癌症例」          新小倉病院 呼吸器外科 小林 健一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 ９.１５（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 
 

第 326 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～） 
 「当院での副腎静脈サンプリングについて」         九州労災病院 放射線科 平田 文 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ９.１９（火） 
１８時３０分 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 13 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：メデ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』（18 時 30 分～） 
セミナー（18 時 40 分～） テーマ：～感染対策の昔と今～ 

座長  戸畑共立病院 PNIPC 南 博子、新小倉病院 CNIC 石原 佳子 
講演１．「私たちの疥癬対策～昔と今～」         福岡青洲会病院 CNIC 山之内 恭子 
講演２．「褥瘡ケアと感染対策～昔と今～」 戸畑共立病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 穴井 恵美 
講演３．「塾長のちょっとためになる話」        北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
Q&A コーナー  座長  KRICT 本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
講演４．「北九州市の感染症動向～上半期～」        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)≫ 

 ９.２１（木） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

↓ 
４階 「ダイヤモンド」 

 

9 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、セルジーン㈱〉 
                    座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
一般講演（19 時～）           

 「開業医の為のアプレミラストによる乾癬治療」        日野皮フ科医院 院長 日野 亮介 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「乾癬の病態と新しい治療」       福岡大学医学部 皮膚科学教室 主任教授 今福 信一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･23(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（木） 
１９時１５分 

 
＜演題決定＞ 

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」 

 
 
 
 

第 290 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、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『ミティキュア ダニ舌下錠』（19 時 15 分～） 
 一般演題（19 時 30 分～）  
 １．「上咽頭癌の臨床統計」        産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 喜瀬 祥啓 
 ２．「細菌性髄膜炎を生じた副鼻腔真菌症の一例」 
                   北九州総合病院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 部長 上田 成久 
 特別講演（20 時～）           座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
 「重症アレルギー性鼻炎の管理における免疫療法の位置づけ」   

関西医科大学総合医療センター 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 教授 朝子 幹也 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ステーションホテル小倉 
４階「豊饒の間」 

 
 
 
 

第 540 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、市医師会、㈱大塚製薬工場〉 
 情報提供：『フィジオ 140 輸液』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）  座長  北九州市立八幡病院 小児科主任部長・小児救急センター長 

神薗 淳司 
 「小児急性胃腸炎ガイドライン 2017 の上手な利用法」 
                       聖マリア病院 臨床・教育・研究本部長 靏 知光 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･28(0.5 単位)･51(0.5 単位)≫ 

 ９.２２（金） 
１８時５０分 

 
＜演題追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 41 回北九州ショックカンファレンス〈共催：北九州ｼｮｯｸｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、日本血液製剤機構〉 
一般演題（18 時 50 分～） 
１．「J－SSCG2016 における免疫グロブリン療法」        日本血液製剤機構 伊藤 一博 
２．「経カテーテル大動脈弁留置術に伴う脳梗塞に対し早期の血管内治療が有効であった一例」 

 小倉記念病院 麻酔科・集中治療部 池田 暁彦 
 ３．「血小板輸血が有用であった出血性ショックの一症例」  北九州総合病院 麻酔科 浦辺 大志 
 特別講演（19 時 35 分～） 座長  小倉記念病院 副院長 麻酔科・集中治療部 主任部長 瀬尾 勝弘 
 「大量出血時の輸液管理・輸血療法」  東邦大学医療ｾﾝﾀｰ 大橋病院 麻酔科 教授 小竹 良文 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･44(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ９.２２（金） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイア」 

 
 
 
 
 

第 500 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、 
県精神科病院協会北九州地区ブロック会、大日本住友製薬㈱〉 

情報提供：抗精神病薬『ロナセン』 
特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「治療抵抗性統合失調症の治療戦略、私の工夫～入院ならびにクリニックの患者について～」 
           心理社会的精神医学研究所 所長 福岡大学医学部 名誉教授 西園 昌久 

≪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)≫ 

 ９.２６（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 回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
１．説明報告 
「平成２８年度乳幼児健診等結果について」 北九州市子ども家庭局 子ども家庭部 子育て支援課 
２．講演 
１）「４か月・７か月健診指導内容 Q&A」        よしだ小児科医院 理事長 吉田 ゆかり 
２）「健診マニュアル簡易版と子育て支援に役立つ資料の紹介」  えびす子どもｸﾘﾆｯｸ 院長 戎 寛 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…７(1.0 単位)･12(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年９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 ９.２７（水） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 39 回北九州糖尿病治療懇話会〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、市薬剤師会、県栄養士会、 
県臨床衛生検査技師会北九州支部、北九州 CDE の会、北九州糖尿病研究会、ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱〉 

 情報提供：「ヒト GLP-1 アナログ注射液」（18 時 45 分～） 
 一般演題（19 時～）               座長  萩原中央病院 副院長 森田 恵美子 
 １．「体重変動がないにも関わらず内蔵脂肪が増加した一例」 
                北九州湯川病院 薬剤科 日本糖尿病学会療養指導士 大石 和美 
 ２．「当院の糖尿病透析予防指導の現状」            小倉記念病院 外来 砂山 裕子 
 特別講演（19 時 40 分～）             座長  萩原中央病院 副院長 森田 恵美子 
 「糖尿病性腎症の病態と治療の最前線」  

東京女子医科大学 糖尿病センター内科 教授 馬場園 哲也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 ９.２７（水） 
１８時４５分 

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 1000 円 

平成 29 年度第 2 回北部福岡感染症研究会〈共催：北部福岡感染症研究会、市医師会、 
県臨床衛生検査技師会、第一三共㈱〉 

 情報提供：『クラビット点滴静注』について（18 時 45 分～） 
                            座長  三萩野病院 顧問 澤江 義郎 
 症例発表（19 時～） 「 未 定 」 
 特別講演（19 時 30 分～） 
「これまでの呼吸器感染症の診療と今後～肺炎ガイドライン改訂を踏まえて～」 
                 東北医科薬科大学 感染症内科・感染制御部 教授 関 雅文 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･7(0.5 単位)･8(0.5 単位≫ 

 ９.２９（金） 
１８時４５分 

 
 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 77 回北九州小児神経懇話会〈共催：北九州地区小児科医会、北九州小児神経懇話会、市医師会、 
大塚製薬㈱、ユーシービージャパン㈱〉 

 情報提供：『イーケプラ点滴静注』における有用性（18 時 45 分～） 
 症例検討（19 時～）   座長  北九州市立八幡病院 小児救急センター 統括部長 天本 正乃 
 １．「治療に難渋した Lennox-Gastaut 症候群の１例」北九州市立医療センター 小児科 鈴木 聖子 
 ２．「くり返す ADEM を経て MS（多発性硬化症）と診断した７歳女児の１例 

～2017 年ガイドラインより、診療と再発予防の知見～」 
                      北九州市立八幡病院 小児救急センター 平田 衣乃 
 ３．「重症新生児仮死に伴うけいれんのコントロール」  産業医科大学 小児科学教室 渡邉 俊介 
 ミニレクチャー（20 時～）             座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
 「20 年後を見据えた小児てんかん医療」    産業医科大学 小児科学教室 准教授 下野 昌幸 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･32(0.5 単位)･35(0.5 単位≫ 

 ９.２９（金） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

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 回北九州呼吸器病研究会〈共催：北九州呼吸器病研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉 
 情報提供：カルバペネム系抗生物質製剤『フィニバックス』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）              座長  新田原聖母病院 院長 緒方 賢一 
 １．「手術療法を行った IP 合併肺がんについての検討（仮）」  飯塚病院 呼吸器内科 西澤 早織 
 ２．「細菌叢解析からみた細菌感染関連胸水の原因菌とその臨床的背景の検討」    

産業医科大学 呼吸器内科学 畑 亮輔 
 特別講演（19 時 40 分～）       座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「肺非結核性抗酸菌症アップデート」      福岡大学医学部 呼吸器内科 教授 藤田 昌樹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･8(0.5 単位)･10(0.5 単位≫ 

 ９.２９（金） 
１９時 

ＴＫＰ小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ホール」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、第一三共㈱、 
帝人在宅医療㈱、ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾚｽﾋﾟﾛﾆｸｽ合同会社、ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ九州㈱〉 

 情報提供：『レザルタス錠 血圧日内変動パターン別の降圧効果』（18 時 50 分～） 
 教育講演（19 時～）                 座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
 「REM related sleep apnea」     産業医科大学若松病院 耳鼻咽喉科 診療科長 北村 拓朗 
 特別講演（19 時 30 分～）  座長  九州大学病院 睡眠時無呼吸センター センター長・ 

特任教授 安藤 眞一 
 「昼間・夜間血圧変動性と心血管病リスク」   福岡大学病院 循環器内科 教授 三浦 伸一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･73(0.5 単位)･74(0.5 単位≫ 

 ９.３０（土） 
１７時 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 

発達障害支援 Web 講演会〈共催：市医師会、北九州地区小児科医会、市保健福祉局〉 
 演題 
「発達障害の要支援度評価尺度（MSPA）の臨床活用と地域連携」 
         京都大学大学院 人間・環境学研究科 認知行動科学講座 准教授 船曳 康子 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ９.３０（土） 
１６時 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 36 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〉 
 特別講演   
「開胸胸部人工血管置換術後のリハビリテーション」 

獨協医科大学リハビリテーション科学講座 主任教授 美津島 隆 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)≫ 

門 司 ９.１１（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 

 ９.１２（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、小野薬品工業㈱、ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱〉 
 製品紹介：選択的 SGLT2 阻害剤-2 型糖尿病治療剤『フォシーガ錠 5㎎、10 ㎎』 
 特別講演（19 時～）                座長  田代クリニック 院長 田代 道良 
「糖尿病治療 UP To Date～SGLT2 阻害剤の使い方～」     九州労災病院 副院長 田中 誠一 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（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、マイラン EPD 合同会社〉 
 製品紹介：慢性便秘症治療薬『アミティーザカプセル 24 ㎍』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）          座長  田中あきら内科クリニック 院長 田中 晃 
「慢性便秘診療ガイドラインからみた今後の便秘診療」 
                 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)…54(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２９年９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 ９.４（月） 
１９時 

 
 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階研修室 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：932-7135 

第２回小倉ポリファーマシー対策研修会〈主催：小倉医師会〉 
 演題 
「エビデンスに基づいてポリファーマシーを上手に解消する！」 
                     東京北医療センター 総合診療科 医長 南郷 栄秀 

≪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)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.２５（月） 
１９時 

 
 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階研修室 

 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：932-7135 

第 24 回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：「続・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～」 
 演題 
 １．「耳鼻咽喉科救急疾患の対応と頭頸部癌」 北九州市立医療センター 耳鼻咽喉科 田中 俊一郎 
 ２．「本当は怖い『いつのまにか骨折』」          九州労災病院 整形外科 今村 寿宏 
 ３．「高齢者のうつと自殺」           九州労災病院 精神科・ストレス科 金澤 耕介 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…49(0.5 単位)･60(0.5 単位)･70(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（木） 
１９時 

 
＜会場変更＞ 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

↓ 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会・日本脳卒中協会共同事業ストップ！NO 卒中プロジェクトエリア 
シンポジウム〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、日本脳卒中協会、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：『エリキュース錠』（18 時 50 分～） 
 講演１（19 時 25 分～）          座長  九州労災病院 脳血管内科 部長 有廣 昇司 
 「心原性脳梗塞一次予防のための治療戦略」小倉記念病院 診療部長兼循環器内科主任部長 安藤 献児 
 講演２（19 時 55 分～）    座長  製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター センター長  

日本脳卒中協会北九州支部 副支部長 荒川 修治 
 「心房細動患者の脳卒中予防のための啓発活動」 
         国立病院機構 九州医療センター 脳血管・神経内科 臨床研究センター長・ 

日本脳卒中協会福岡県支部 支部長 岡田 靖 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（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 404 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
１．「停留精巣の発生調査に関する NHO ネットワーク共同研究について」 
                国立病院機構小倉医療センター 小児外科・小児泌尿器科 生野  猛 
２．「小児腸管重複症の２例」 国立病院機構小倉医療センター 小児外科・小児泌尿器科 増田 吉朗 

八 幡 ９.１４（木） 
１８時５０分 

 
 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第８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、 
田辺三菱製薬㈱〉 

 製品紹介（18 時 50 分～） 
 症例検討              司会  北九州市立八幡病院 内科 主任部長 末永 章人 
 １．「呼吸器疾患」                北九州市立八幡病院 内科 部長 鶴崎 聡俊 
 ２．「眼科疾患」               北九州市立八幡病院 眼科 主任部長 板家 佳子 
 特別講演（19 時 50 分～）                    司会  三浦医院 三浦 力 
 「甲状腺疾患関連」                    北九州市立八幡病院 内科 佐藤 薫 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（水） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 

八幡臨床外科医会９月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱〉 
 情報提供：『エリキュース錠』について 
 講演                          座長  有吉クリニック 有吉 俊一 
 「実臨床における DOAC の使用経験」    済生会八幡総合病院 血管外科主任部長 三井 信介 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･50(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（木） 
１８時４５分 

 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」 

 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉 
 薬剤情報提供：『リクシアナ錠』について（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）                座長  まつもと内科クリニック 松元 茂 
 「高齢者におけるフレイルと抗凝固療法」      ＪＣＨＯ九州病院 内科 医長 折口 秀樹 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ９.２２（金） 
１８時５０分 

 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 14 回八幡循環器疾患地域連携協議会〈共催：八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡内科医会、 
八幡医師会、ファイザー㈱、ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱〉 

 情報提供：『エリキュース錠』について（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～）        座長  ＪＣＨＯ九州病院 循環器科 診療部長 毛利 正博 
 「当院における高齢心不全患者“終末期”の現状」 
                  製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科 部長 藤島 慎一郎 
 特別講演（19 時 30 分～） 座長  製鉄記念八幡病院 循環器・高血圧内科 部長 藤島 慎一郎 
 「高齢社会における心不全チーム医療」兵庫県立尼崎総合医療ｾﾝﾀｰ 循環器内科 科長 佐藤 幸人 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･12(0.5 単位))･81(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（木） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 講堂 

 
 

第 19 回北九州西部地区医療安全研修会〈共催：八幡医師会、北九州西部地区医療安全連絡会議〉 
 講演（19 時～）          司会・座長  福地内科循環器科医院 院長 
                         八幡医師会 医療安全副担当理事 福地 靖範 
 テーマ：「訴訟に耐えうる診療記録」    川口法律事務所 八幡医師会 顧問弁護士 川口 晴司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･6(0.5 単位)≫ 

戸 畑 ９.５（火） 
１９時 

 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 
 
 

戸畑区内科医会学術講演会〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：抗凝固薬『リクシアナ錠』 
 特別講演                 座長  戸畑共立病院 循環器内科 部長 浦野 久 
 「心房細動治療のすべて～明日からの診療に役立つ話題を中心に～」 

久留米大学医学部 内科学講座 心臓血管内科部門 講師 大江 征嗣 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．４ 



 
 

◇ 平成２９年９月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

産医大 ９.１５（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 34 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、アステラス・アムジェン・バイオファーマ㈱、アステラス製薬㈱〉 

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～）          
 「腎生検の適応について」          産業医科大学 循環器内科・腎臓内科 山岸 靖宣 
 教育講演（19 時 15 分～） 
 「大動脈弁狭窄症の外科治療（仮）」      産業医科大学 心臓血管外科 准教授 西村 陽介 
 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 
 「積極的脂質低下療法の意義と PCSK9 阻害薬への期待」 
                 熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 教授 辻田 賢一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･45(0.5 単位)･64(0.5 単位)≫ 

 ９.１９（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 467 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉 
テーマ：「薬剤性腎障害」     産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 修練医 柳生 圭士郎 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･73(0.5 単位)･84(0.5 単位)≫ 

その他 ９.２６（火） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 

第 572 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：『トレシーバ注フレックスタッチ』 
 症例発表                 司会  門司メディカルセンター 内科 新生 忠司 
 １．「オクトレオチド LAR にて保存的加療を行っている先端肥大症合併糖尿病の一例」 
                          製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 二宮 知慧 
 ２．「２型糖尿病患者におけるメトホルミン服用とビタミン B12 濃度との関連」 
                             北九州市立八幡病院 内科 中村 寛 

Ｎｏ．５ 


