
 
 

◇ 平成２９年１０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 １０.３（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 

第 5 回北九州ワクチンフォーラム〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 情報提供：水痘ワクチンについて（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）             座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
 「コクラン・レビューも小倉んレビューも太鼓判！～ワクチンは健康の守り人」 
             長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 小児科学分野 教授 森内 浩幸 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 １０.４（水） 
１９時 

 
 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
【北九州市医師会介護保険 
かかりつけ医指定研修会】 

第 1 回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 髙嶋 雅樹 
 「今さら聞けない介護保険の話～役立つ主治医意見書を書くために～」 
                              北九州市医師会 理事 岩本 拓也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･80(1.0 単位)≫ 

 １０.５（木） 
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 500 円 

第 28 回豊の国糖尿病と眼研究会〈共催：豊の国糖尿病と眼研究会、市医師会、 
日本糖尿病協会福岡県支部、県内科医会北九州ブロック、MSD㈱、参天製薬㈱〉 

座長  さかもとひでひさ眼科 院長 坂本 英久 
 一般演題（19 時～） 
 「 未 定 」                      九州労災病院 副院長 田中 誠一 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「福岡県における糖尿病網膜症をどう減らすか」  

順天堂大学医学部 眼科学講座 眼科 先任准教授 平塚 義宗 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･36(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １０.６（金） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 回北九州肺高血圧症アーベント〈共催：北九州肺高血圧症アーベント、市医師会、 
アクテリオンファーマシューティカルズジャパン㈱〉 

 製品紹介：『オプスミット錠 10 ㎎』（19 時～） 
 症例発表（19 時 10 分～） 座長  国立病院機構小倉医療センター 呼吸器内科 医長 日高 孝子 
 「 未 定 」（２題予定） 
 特別講演（20 時 10 分～）          座長  北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美 
 「肺高血圧症の診断と 新の治療」 
   国立循環器病研究センター 肺高血圧症先端医学研究部 特任部長 兼 心臓血管内科部門 

肺循環科 医長 大郷 剛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･24(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 １０.１２（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 3 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、 
市医師会、第一三共㈱〉 

 講演                     座長  新小倉病院 泌尿器科部長 濵砂 良一 
 「尿路・性感染症 up-to-date」       岐阜大学医学部附属病院 泌尿器科 講師 安田 満 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･25(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 １０.１３（金） 
１９時 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 22 回北九州臨床精神薬理研究会〈共催：北九州臨床精神薬理研究会、市医師会、Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱〉 
 製品紹介：『シクレスト舌下錠』（19 時～） 

座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 一般講演（19 時 15 分～）         
 「シクレストを使いこなす」                      福間病院 柳原 孝章 
特別講演（19 時 35 分～） 

 「統合失調症におけるシクレスト舌下錠の位置付けと使い方のコツ」 
                     東京慈恵会医科大学 精神医学講座 教授 宮田 久嗣 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･68(0.5 単位)≫ 

 １０.１７（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

平成 29 年度胃がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 岡本 高明 

「北九州市における胃がん内視鏡検診の現況」 
   北九州市医師会 胃がん検診精度管理委員長・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)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １０.１７（火） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 

第 198 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、クラシエ薬品㈱〉 
製品紹介（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）             座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
「フレイルと人参養栄湯～健康長寿に向けて～」 

 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 心身内科学分野 教授 乾 明夫 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

ＫＭＭビル本館 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 184 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 
１．「肝腫瘤の一例」                           九州労災病院 外科 
２．「比較的まれな巨大肝腫瘤の一例」                ＪＲ九州病院 消化器内科 
ショートレクチャー 
「慢性膵炎の外科治療」                   ＪＲ九州病院 外科 髙畑 俊一 

≪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)≫ 

 １０.１９（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

10 月度北九州市皮膚科医会学術研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、佐藤製薬㈱〉 
製品紹介：爪白癬治療剤『ルコナック爪外用液 5%』 
特別講演               座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
「かたちにこだわる皮膚真菌感染症学 in 北九州」 
              鳥取大学医学部感覚運動医学講座 皮膚病態学分野 教授 山元 修 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １０.２０（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 研修室 

 
 

 

第 327 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～） 
 「胎児のＭＲＩについて」              ＪＣＨＯ九州病院 放射線科 渡部 浩史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･72(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年１０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 １０.２６（木） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 29 年度第 2 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 98 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㈱〉 

      座長  製鉄記念八幡病院 外科 岸原 文明、産業医科大学 放射線科学 大成 宣弘 
症例提示 
１．「腹腔鏡下肝切除を行った肝腫瘍の１例」 

北九州市立医療センター 外科 遠藤 翔 
 ２．「肝腫瘍の一例」                     九州労災病院 外科 島田 有貴 
 ３．「Gd-EOB-MRI 肝細胞相にて、同一結節内に高信号と低信号を示した肝細胞癌の１例」 
                     国立病院機構小倉医療センター 肝臓内科 山下 晋作 
 教育講演 
 「DEB-TACE の現況」                 産業医科大学 放射線科学 大成 宣弘 
≪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)≫ 

 １０.２７（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 24 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～） 
１．「中殿筋収縮エクササイズによる大殿筋膜張筋へのストレッチ効果について」 
                         鎌田病院 リハビリテーション科 吉井 剛 
２．「肩甲骨位置異常について」               田川新生病院 介護部 中田 浩一 
特別講演（19 時 30 分～）    司会  製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 小柳 靖裕 
１．「投球動作における腕の振り方の種類について」 
           くろだ整形クリニック 野球動作指導 Baseball-Station 筑後 久保田 正一 
２．「人工知能を用いた 先端の動作分析～投球障害を例にして～」 

 松戸整形外科病院 整形外科 石井 壮郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･19(0.5 単位)･57(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

 １０.２８（土） 
１６時 

ホテルニュータガワ 
２階 「舞」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 22 回北九州呼吸ケア研究会〈共催：北九州呼吸ケア研究会、市医師会、帝人在宅医療㈱〉 
研究発表（16 時 05 分～）   座長  新小倉病院 診療部長 兼 呼吸器センター長 花桐 武志 
１．「COPD 患者のバランス能力」      霧ヶ丘つだ病院 リハビリテーション科 田中 雄也 
２．「在宅酸素療法の患者指導における患者の理解度を評価するための指標の検討」 

  産業医科大学 呼吸器内科病棟 伊藤 翔悟 
３．「当科における肺切除術を受けた肺癌患者に対する呼吸リハビリテーション」 
                       新小倉病院 リハビリテーション科 入江 将考 
教育講演（16 時 50 分～）               座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
「摂食嚥下障害の多面的な見方とリハビリテーション」  

広島国際大学総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科言語聴覚療法学専攻 准教授 福岡 達之 
 特別講演（17 時 35 分～）        座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
「ハイフローセラピー（HFNC）の適応と実際～急性期から慢性期まで～」 
                   聖路加国際病院 呼吸器センター 特別顧問 蝶名林 直彦 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･45(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １０.３０（月） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

第 1 回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、市保健所〉 
１．報告 
「市保健所の医療安全相談コーナーについて」            北九州市保健所医務薬務課 
２．講演                     座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
「医療事故調査制度について（仮）」             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)…2(0.5 単位)･6(1.0 単位)≫ 

門 司 １０.１８（水） 
１８時５０分 

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、㈱三和化学研究所〉 
 製品紹介：非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤『ウリアデック錠』（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）               座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
「実地医家による尿酸管理～薬物療法と非薬物療法～」   製鉄記念八幡病院 院長 𡈽橋 卓也 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･82(1.0 単位)≫ 

小 倉 １０.５（木） 
１８時 

パークサイドビル 
９階 
 

多数傷病者発生事例対応についての勉強会〈後援：小倉医師会〉 
 症例検討（18 時～） 
 パネルディスカッション（19 時 20 分～） 

テーマ：「多数傷病者発生事例対応について（仮）」 
     北里大学病院 救命救急・災害医療センター センター長・教授 浅利 靖 
     小倉医師会 
     北九州市消防局 
     北九州市立医療センター DMAT 隊員 
     健和会大手町病院 DMAT 隊員 

 １０.１９（木） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 

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、大塚製薬㈱〉 
情報提供（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）            座長  おかべクリニック 院長 岡部 宏明 
「動脈硬化性疾患と消化管出血マネージメント」 
                        小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我 芳光 

≪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)･62(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １０.２４（火） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 

第 41 回医療安全シンポジウム〈主催：小倉医師会〉 
テーマ：「この難問どうすれば解決できる？～各施設の事例から～」 
                 座長  国立病院機構小倉医療センター 副院長 山下 博徳 
事例報告 
１．「親族や立会人の確保困難患者が術後、両側頭葉閉塞を発症し意識の確認が出来なくなった事案」 
                    北九州市立医療センター 医療安全管理室 杉本 優子 
２．「 未 定 」              国立病院機構小倉医療センター 専門職 白川 大 
３．「キーパーソン不在のため、治療方針の決定・金銭管理などの対応困難事例」       
北九州総合病院 患者支援センター医療福祉相談室 医療ソーシャルワーカー 主任 三宅 仁史 

４．「過去の事例より ４例報告」              松井病院 看護部長 竹本 リエ子 
 基調講演：各施設からの事例内容を取り混ぜ 
      北九州市病院局・福岡市医師会顧問弁護士 日野・田村法律事務所 弁護士 田村 雅樹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･7(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年１０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 １０.２６（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 405 回小倉小児科医会臨床懇話会 
演題「 未 定 」                    北九州市立医療センター 小児外科 

八 幡 １０.１７（火） 
１８時５０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

八幡産婦人科医会・小児科医会合同学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡小児科医会、八幡医師会、
大塚製薬㈱〉 

 情報提供：エクオール含有大豆胚芽乳酸菌発酵物加工食品について（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～）         座長  産業医科大学 産婦人科学教室 教授 蜂須賀 徹 
 「更年期のヘルスケア HRT の代替療法エクオールについて」 
                           九州大学病院 産婦人科 助教 江頭 活子 
 特別講演（19 時 45 分～）        座長  産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 
 「女性のメンタルヘルスをめぐって」       産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（水） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

八幡整形外科医会・八幡臨床外科医会合同例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡臨床外科医会、 
八幡医師会、あゆみ製薬㈱〉 

 製品紹介：『ヒアロス関節注 25 ㎎』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）           座長  いさやま整形外科医院 院長 諫山 智洋 
「脊柱側弯症の診断と治療～学校検診から手術まで～」 
                    産業医科大学 整形外科学教室 准教授 中村 英一郎 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、武田薬品工業㈱〉 
 情報提供：『ロゼレム錠』の投与意義（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                  座長  谷内科クリニック 院長 谷 良樹 
「酸分泌抑制による患者さんへのメリット」 

慶應義塾大学医学部 医学教育統轄センター 教授 鈴木 秀和 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…51(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

 １０.３０（月） 
１９時 

千草ホテル 
別館１階 「鶴の間」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 7 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：『アミノレバン EN』に関する話題（19 時～） 
                    総合司会  ＪＣＨＯ九州病院 内科 医長 一木 康則 
演題（19 時 20 分～） 

 １．「サルコペニア・浮腫・潜在性肝性脳症など肝硬変合併症を認めながらも、内服・栄養・運動療法 
などをおこないながら、治療継続中の進行肝細胞癌の１例」 

                           戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
 ２．「肝内肝外門脈瘤の２例」   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)≫ 

戸 畑 １０.４（水） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 
 
 
 
 

戸畑区医師会学術講演会〈共催：戸畑区医師会、エーザイ㈱、ファイザー㈱〉 
 情報提供：『リリカ OD 錠』について 
 講演                       座長  三原クリニック 院長 三原 潤二 
 「高齢者の脊椎疾患～診断、保存療法、 新の手術～」  

産業医科大学 整形外科学 准教授 中村 英一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･60(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.１７（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 468 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉 
テーマ：「食道癌診療の現状」   

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･7(0.5 単位)･34(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（水） 
１９時 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 57 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～） 
「感染症マネジメントとしてのドレーンと抗菌薬」   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．「ドレーンと抗菌薬が有効であった深部膿瘍の１例」 
２．「結石性腎盂腎炎の１例」 他 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･16(0.5 単位)･65(0.5 単位)･66(0.5 単位)≫ 

その他 １０.２４（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 第 573 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〉 

 症例発表 
 １．「 未 定 」            遠賀中間医師会 おんが病院 糖尿病内科 大江 宣春 
２．「 未 定 」 

 １０.２６（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 

医師 2,000 円 
  一般 1,000 円 
非会員 1,000 円 

第 151 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                            司会  新王子病院 院長 筬島 明彦 
 講演 
 「糖尿病透析患者の血糖管理」   東京女子医科大学 糖尿病センター内科 教授 馬場園 哲也 
 施設紹介 
 「小倉糖腎会げんだいクリニックの現況」    小倉糖腎会げんだいクリニック 院長 李 源台 

Ｎｏ．３ 


