
 
 

◇ 平成２９年１１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 １１.２（木） 
１９時 

 

TKP 小倉ビジネスセンター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 3 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～） 
 一般演題（19 時 15 分～）      座長  ＪＣＨＯ九州病院 外科 川本 雅彦 

国立病院機構小倉医療センター 外科 空閑 啓高 
 １．「膵頭十二指腸切除後の上部胆管癌に対する肝切除術」  ＪＣＨＯ九州病院 外科 川本 雅彦 
 ２．「当院での腹腔鏡下肝切除術 最近の症例から」  

国立病院機構小倉医療センター 外科 新海 健太郎 
 ３．「Tokyo Guidelines 2018 急性胆嚢炎診療フローチャート：TG2013 からの変更点について」 
                 北九州市立八幡病院 外科/消化器・肝臓病センター 岡本 好司 
≪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)≫ 

 １１.４（土） 
１５時 

 
 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 29 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、杏林製薬㈱〉 
 情報提供：喘息治療配合剤『フルティフォーム』、アレルギー性疾患治療剤『デザレックス』 

最新の話題（15 時～） 
 特別講演（15 時 15 分～）            司会  北九州総合病院 副院長 高水間 亮治 
 「身体所見から何を考えるか？～呼吸器疾患に迫る～」    
                       沖縄県立中部病院 呼吸器内科 部長 喜舎場 朝雄 
 ケースカンファレンス（16 時 30 分～） 
「 未 定 」                               北九州総合病院 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 １１.４（土） 
１８時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
※会費 懇話会 2,000 円 

  懇親会 2,000 円 

北九州ブロック眼科（秋）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
演題（18 時～）              座長  北九州ブロック眼科医会 会長 荒木 英生 

 「コンタクトレンズのかかえる諸問題」   日本眼科医会 副会長（医療対策部担当） 神鳥 高世 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 １１.７（火） 
１８時４５分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 45 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：『プラリア皮下注 60 ㎎シリンジ』について（18 時 45 分～） 
                         座長  九州労災病院 副院長 神宮司 誠也 
 一般講演（19 時～） 
 「診療所で関節リウマチ治療する際の合併症・副作用対策」  まつもと内科ｸﾘﾆｯｸ 院長 松元 茂 
 特別講演（19 時 30 分～） 

「小児に好発する骨軟部腫瘍の基礎知識」 
九州労災病院 整形外科 骨軟部腫瘍外科部長 松延 知哉 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･72(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １１.７（火） 
１８時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 
 
 

第 501 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、㈱ツムラ〉 

 製品情報：『TJ43 ツムラ六君子』 
 一般演題              座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
 「橋本脳症が疑われた一症例（仮）」           産業医科大学 精神医学教室 大石 基 
 特別講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「臨床全科で遭遇する不眠やうつ、せん妄や認知症の治療や対応のコツ」 
                        島根大学医学部 精神医学講座 教授 堀口 淳 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １１.８（水） 
１８時４５分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 29 回北九州てんかん懇話会〈共催：北九州てんかん懇話会、市医師会、大塚製薬㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん薬『イーケプラ』に関する最近の話題（18 時 45 分～） 
 一般講演（19 時～）           座長  産業医科大学 脳神経外科 講師 高橋 麻由 
 １．「てんかん性精神病を疑い治療に難渋した薬剤性せん妄の一例」 
                          産業医科大学 精神医学教室 木島 玲緒人 
 ２．「視覚発作の重積状態を認めた一例～手まねきをする「手」がみえる～」 
    産業医科大学 神経内科 豊田 知子、平野 晋資、岩中 行己男、岡田 和将、足立 弘明 
 ３．「難治性てんかんを呈した単純脳回（仮）」 
         国立病院機構小倉医療センター 小児科 緒方 怜奈、安永 由紀恵、渡辺 恭子 
 特別講演（20 時～）          座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「てんかんと精神症状」        久留米大学医学部神経精神医学講座 准教授 本岡 大道 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（金） 
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 1000 円 

第 46 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、日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ㈱、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱、テルモ㈱〉 

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 
「持効型インスリン製剤の有用性の検討」     産業医科大学 第１内科学講座 五嶋 由紀子 
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 
「２型糖尿病のインスリン治療の変遷」 順天堂大学大学院 代謝内分泌内科学 教授 綿田 裕孝 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（金） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 

※会費 500 円 

第 29 回北九州がんセミナー〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉 
特別講演（19 時～）             座長  北九州市立医療センター 副院長 永島 明 
「肺癌分子標的治療の耐性を考える」  九州大学大学院医学研究院 呼吸器内科学 教授 中西 洋一 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･42(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 １１.１４（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 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 231 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイランＥＰＤ合同会社〉 

講演                     座長  なす内科クリニック 院長 奈須 俊史 
「食道運動機能をリアルタイムで可視化する高解像度食道内圧検査で評価した食道運動の生理と 

食道運動異常症の新展開」 
                 九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学 助教 伊原 栄吉 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･51(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成２９年１１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 １１.１５（水） 
１９時 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 11 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  水北第一病院 内科 中村 守、戸畑共立病院 消化器病センター 大津 健聖 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「狭窄を来す大腸疾患の鑑別診断」        戸畑共立病院 消化器病センター 大津 健聖 
≪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)≫ 

 １１.１６（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 

 

11 月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 製品紹介：『タリオン』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 教授 中村 元信 
 「抗ヒスタミン薬の最近の話題」              浜の町病院 皮膚科 部長 竹内 聡 
≪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)≫ 

 １１.１７（金） 
１９時 

 
＜講師決定＞ 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 
 

第 30 回北九州 STI 研究会〈共催：北九州 STI 研究会、市医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：『クラビット点滴静注』に関して 

一般演題 
「北九州地区における性感染症の発生動向調査」    新小倉病院 泌尿器科 部長 濵砂 良一 
特別講演（19 時 30 分～）           座長  新小倉病院 泌尿器科 部長 濵砂 良一 
「尿道炎の臨床～グラム染色でここまで解る～」     そねざき古林診療所 院長 古林 敬一 

≪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)≫ 

 １１.１７（金） 
１８時３０分 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 328 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～） 
「CT ガイド下肺生検の合併症について」      済生会八幡総合病院 放射線科 野村 大輔 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･42(0.5 単位)≫ 

 １１.１７（金） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉 
２階 「紅梅の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 20 回北九州脳神経外科フォーラム〈共催：北九州脳神経外科フォーラム、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
一般演題（19 時～）          座長  産業医科大学 脳神経外科 准教授 山本 淳考 
１．「脳腫瘍と感染性脳動脈瘤を合併した Lemierre Syndrome」 
   産業医科大学 脳神経外科 髙松 聖史郎、山本 淳考、高橋 麻由、中野 良昭、齋藤 健、 
                        近藤 弘久、長坂 昌平、長光 逸、西澤 茂 
              北九州総合病院 脳神経外科 出井 勝、野上 健一郎、宮地 裕士 
２．「選択的経動脈的 ICG 撮影が有用であった pial AVF を合併した中頭蓋窩 dural AVF の症例」 

 小倉記念病院 脳神経外科 舟越 勇介、坂 真人、安藤 充重、千原 英夫、龍田 亘、 
            徳永 敬介、橋川 拓郎、鎌田 貴彦、東 英司、波多野 武人 

 ３．「 未 定 」                         九州労災病院 脳神経外科 
特別講演（19 時 45 分～）          座長  産業医科大学 脳神経外科 教授 西澤 茂 
「脳腫瘍手術の心知技体」                 徳島大学病院 病院長 永廣 信治 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.１７（金） 
１８時３０分 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

平成 29 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 53 回北九州乳腺カンファレンス 
〈共催：北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、県集団検診協議会乳癌検診部会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 
一般演題（18 時 30 分～） 司会  国立病院機構小倉医療センター 乳腺外科 医長 轟木 秀一 
１．「乳がん化学療法を受ける患者へのサポート～外来化学療法センター開設 10 年を迎えて～」 

北九州市立医療センター 看護部 近藤 佳子、小長光 明子、中原 満枝 
 ２．「Encapsulated papillary carcinoma３例の臨床病理学的検討」 
     産業医科大学 第１外科 勝木 健文、三ノ宮 寛人、合原 雅人、井上 譲、平田 敬冶 
                             産業医科大学 第２病理 島尻 正平 

青葉台病院 永田 貴久 
                       つるどめ乳腺・大腸・肛門クリニック 鶴留 洋輔 
特別講演（19 時 10 分～）    座長  北九州市立医療センター 腫瘍内科 主任部長 若松 信一 
「進行再発乳癌治療におけるパラダイムシフト」  
                国立病院機構四国がんセンター 乳腺科・化学療法科 原 文堅 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･9(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 １１.１９（日） 
９時３０分 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2000 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  きはら内科クリニック糖尿病内科 院長 木原 康之 
１）「糖尿病と心不全」            つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 

  ２）「シックデイ」              製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 野原 栄 
  ３）「１型糖尿病とその周辺」               九州労災病院 副院長 田中 誠一 
 ２．ランチョンセミナー（12 時～）       座長  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 

「糖尿病と皮膚疾患（仮）」                 伊豆皮膚科医院 院長 伊豆 邦夫 
 ３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～）   
座長 きはら内科ｸﾘﾆｯｸ糖尿病内科 院長 木原 康之、 回答者  門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 内科 部長 新生 忠司 

≪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)≫ 

 １１.２０（月） 
１９時 

ＪＣＨＯ九州病院 
別館４階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

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

教育講演（19 時～）         総合司会  産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 
「EGFR 遺伝子変異検査～組織と血漿検査の特性～」 

産業医科大学 第２外科学 学内講師 米田 和恵 
 一般演題（19 時 30 分～） 
 １．「肺化膿症術後の感染制御に難渋した一例」      産業医科大学 第２外科学 本多 陽平 
 ２．「 未 定 」                     飯塚病院 呼吸器内科 靏野 広介 
 ３．「抗がん剤投与中に急速に間質性肺炎を来した一例」  産業医科大学 呼吸器内科学 中村 碧 
 ４．「慢性呼吸器疾患増悪時の低酸素血症に対しサージカルマスクを併用した経鼻酸素投与が有効 

だった１例」                   小倉記念病院 呼吸器外科 門司 祥子 
 ５．「大動脈浸潤を伴う左上葉肺癌に対して、人工心肺下にサルベージ手術を施行した１例」 

 産業医科大学 第２外科学 金山 雅俊 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(0.5 単位)･45(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成２９年１１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 １１.２０（月） 
１８時３０分 

 
＜演題決定＞ 

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 459 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～） 
症例報告（18 時 45 分～）         司会  九州労災病院 肝臓内科 部長 國吉 政美 
１．「肝血管肉腫の１例」                     製鉄記念八幡病院 田中 康 
２．「C 型肝炎に対する DAA 製剤治療後に発症した肝細胞癌の１例」 

戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
３．「病理解析所見」                       岡村一心堂病院 實藤 隼人 
特別講演（19 時 45 分～）            座長  山陰労災病院 名誉院長 川﨑 寛中 
「核酸アナログ製剤の有効性と安全性について」 
                 国立病院機構小倉医療センター 肝臓内科 医長 山下 晋作 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･22(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（火） 
１９時 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 12 回北九州消化管研究会〈共催：北九州消化管研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
講演１（19 時～）             座長  九州労災病院 消化器内科 部長 板場 壮一 
「抗血栓薬継続下における消化管出血対策～ボノプラザンによる酸分泌抑制の意義も踏まえて～」 

 長崎大学病院 光学医療診療部 講師 山口 直之 
 講演２（19 時 45 分～）       座長  遠賀中間医師会 おんが病院 院長 矢田 親一朗 
 「NBI 拡大内視鏡による食道癌診断ストラテジー」 長岡赤十字病院 消化器内科 部長 竹内 学 
≪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)･50(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（火） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 

第 199 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㈱〉 
演題                       座長  猪原整形外科医院 院長 猪原 史敏 
「基礎研究による脊髄脊椎の病因解明」  

九州大学大学院医学研究院 先端医療医学部門 准教授 岡田 誠司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 １１.２４（金） 
１８時５０分 

 
＜演題決定＞ 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 20 回北九州婦人科腫瘍懇談会学術講演会〈共催：北九州婦人科腫瘍懇談会、市医師会、 
情報提供：『エンボスフィア』（18 時 50 分～）           協和発酵キリン㈱、日本化薬㈱〉 
一般講演（19 時～） 
「婦人科腫瘍懇談会～北九州婦人科腫瘍の現状報告～」  

産業医科大学 産婦人科学講座 講師 鏡 誠治 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  産業医科大学 産婦人科学講座 教授 蜂須賀 徹 
 「婦人科がん化学療法の変化と今後～卵巣がん～」 

 岩手医科大学医学部 産婦人科学講座 主任教授 杉山 徹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･12(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 
 

平成 29 年度ペリネイタルビジット研修会〈共催：北九州市、市医師会〉 
説明報告 
「ペリネイタルビジット事業実施状況について」      北九州市子ども家庭局 子育て支援課 
講演 
「ワクチンデビューについて（仮）」    北九州市立医療センター 小児科主任部長 日高 靖文 

≪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)≫ 

 １１.３０（木） 
１８時５０分 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 

第 36 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～） 
講演１（19 時～）         座長  小倉記念病院 リハビリテーション課 木村 多寿子 
「多職種連携で高める心不全リハビリ」     小倉記念病院 循環器内科 副部長 磯谷 彰宏 
講演２（19 時 45 分～）             座長  くらて病院 循環器内科部長 山本 雲平 
「ピモベンダンは悪か？」          所沢ハートセンター 循環器科 部長 江崎 裕敬 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 １１.３０（木） 
１９時 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 5 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会〈共催：北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱〉 
製品紹介：喘息治療配合剤『フルティフォーム』、アレルギー性疾患治療剤『デザレックス』（19 時～） 
一般演題（19 時 15 分～）     座長  北九州市立八幡病院 呼吸器内科 部長 星野 鉄兵 
「呼気 NO と吸入ステロイドによる１秒量改善に関する検討」 
                   九州労災病院・霧ヶ丘つだ病院 呼吸器内科 笹原 陽介 
特別講演（19 時 30 分～）        座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
「プライマリ・ケアの現場でもう困らない！止まらない“せき”の診かた」 

医大前南４条内科 院長 田中 裕士 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･46(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

門 司 １１.１３（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 

 １１.１５（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、大鵬薬品工業㈱〉 
 製品紹介：アレルギー性疾患治療薬『ビラノア錠 20 ㎎』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）              座長  門司掖済会病院 耳鼻科 成山 謙一 
「アレルギー性鼻炎に関する最近の話題」 産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 寳地 信介 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 １１.２０（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

門司メディカルセンター 
 

第 69 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、門司メディカルセンター〉 
 演題 
１．「ESUS における病型分析と当院の急性期治療における新たな取組み」 
                  門司メディカルセンター 脳神経外科 副部長 梅村 武部 
２．「尿管結石による腎盂腎炎の一例」      門司メディカルセンター 泌尿器科 山﨑 豪介 
３．「不整脈の診断と最新治療～当院での取り組み～」  

門司メディカルセンター 第三循環器内科 部長 渡部 太一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･43(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.２８（火） 
１９時 

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  辻医院 辻 雄一郎 
≪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)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成２９年１１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 １１.９（木） 
１８時５０分 

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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱、 
情報提供（18 時 50 分～）                              ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 

 基調講演       座長  小倉記念病院 脳神経内科 部長・脳卒中センター長 松本 省二 
「超急性期脳梗塞に対する血栓回収療法～小倉記念病院脳卒中センターでの最近の取り組み～」 
                           小倉記念病院 脳神経外科 徳永 敬介 
特別講演                座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 
「脳卒中治療新時代における抗凝固療法」   

国立循環器病研究センター病院 副院長（脳血管部門長）豊田 一則 
≪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)･73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.１７（金） 
１９時 

小倉医師会介護サービス 
総合センター 

 
 
 

第 14 回小倉医師会かかりつけ医認知症の会研修会〈主催：小倉医師会〉 
 講演 
 １．「認知症疾患に於ける画像診断の意義について」      後藤クリニック 院長 後藤 誠一 
 ２．「認知症診断は病歴と問診・診察が基本 脳画像検査は補助にすぎない！」 
                            八千代病院 神経内科部長 川畑 信也 
≪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)･29(0.5 単位)≫ 

 １１.２５（土） 
１５時 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：093-551-3181 

医療フォーラム 第１回人工知能を利用した近未来医学医療研究会 
〈共催：北九州青年医師の会、小倉医師会〉 

 基調講演（15 時～）           座長  あだち宇野内科クリニック 院長 宇野 卓也 
 「IBM Watson Health と医療の世界」 
                  日本 IBM ワトソン事業部ヘルスケア開発部 部長 溝上 敏文 
 講演（16 時 10 分～）                座長  後藤クリニック 院長 後藤 誠一 
 １．「脳・生体機能イメージングと人工知能がつくる医療・福祉の未来」 
          九州大学大学院 システム生命科学府 生命情報科学講座 教授 伊良皆 啓治 
 ２．「シームレスでハートフルな心不全先制医療を全ての人へ～先人に学び・未来を創る～」 
   九州大学循環器病未来医療研究センター 循環器疾患リスク予測共同研究部 准教授 岸 拓弥 
 総合討論（17 時 45 分～） 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･3(0.5 単位)≫ 

 １１.３０（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 406 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 講演「 未 定 」      

八 幡 １１.９（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 45 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：『DPP-4 阻害薬』（18 時 50 分～） 
                座長  北九州市立八幡病院 循環器内科 主任部長 田中 正哉 
症例検討（19 時～） 
「術前に心電図異常で紹介された一例」      北九州市立八幡病院 循環器内科 北野 哲司 
話題提供（19 時 20 分～） 
「新動脈硬化性疾患予防ガイドライン」  北九州市立八幡病院 循環器内科 副院長 太﨑 博美 
特別講演（19 時 40 分～）    座長  北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 
「TAVI 関連（仮）」              小倉記念病院 循環器内科 副部長 磯谷 彰宏 

≪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)≫ 

 １１.１４（火） 
１８時４０分 

八幡医師会館 
２階 第４教室 

 
 
 

第 148 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 
「泌尿器腹腔鏡下手術の進歩～ロボット支援手術について～」 

ＪＣＨＯ九州病院 泌尿器科 診療部長 原野 正彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･66(0.5 単位)≫ 

 １１.１５（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 

 

八幡臨床外科医会学術講演会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、祐徳薬品工業㈱〉 
情報提供（19 時～） 
講演（19 時 15 分～）              座長  ＪＣＨＯ九州病院 副院長 内山 明彦 
「それってほんとに五十肩？！」      済生会八幡総合病院 整形外科主任部長 松浦 恒明 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 １１.１６（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
 
 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
情報提供：便秘型過敏性腸症候群治療薬『リンゼス錠』について（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）                      座長  野田医院 西田 英一 
「当院における便秘治療の現状と新たな展開」      新別府病院 消化器内科部長 後藤 康彦 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…55(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

戸 畑 １１.２２（水） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 

運動器疾患連携セミナー〈共催：戸畑総合病院、戸畑区医師会、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱、小野薬品工業㈱〉 
 製品紹介 
 講演１            座長  戸畑共立病院 整形外科 主任整形外科部長 田原 尚直 
 「関節リウマチ治療におけるリスクマネージメントと新規治療の展望」  

戸畑総合病院 院長 齋藤 和義 
 講演２        座長  戸畑総合病院 内科、リウマチ・膠原病内科 部長 名和田 雅夫 
「超音波で見分ける運動器の痛み～滑膜炎から筋膜性疼痛まで～」 

さいとう整形外科リウマチ科 院長 斉藤 究 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

産医大 １１.２１（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 講義室 

第 469 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：神経内科、心療内科〉 
 テーマ：「レビー小体型認知症について」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(1.5 単位)≫ 

その他 １１.２８（火） 
１９時 

ホテルクラウンパレス小倉 第 44 回烏帽子会北九州支部「臨床研究会」〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 
 特別講演 
 「 未 定 」             福岡大学病院 救命救急センター 准教授 岩朝 光利 

 １１.２８（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 

第 574 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  横溝内科クリニック 横溝 由史 
 １．「 未 定 」                        新小倉病院 糖尿病センター 
 ２．「 未 定 」                         東和病院 糖尿病センター 

Ｎｏ．４ 



 
 

◇ 平成２９年１１月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 


