
 
 

◇ 平成３０年１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 １.１８（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

1 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、大鵬薬品工業㈱〉 
 情報提供：『ビラノア錠 20 ㎎』（19 時～） 
 特別講演（19 時 20 分～）         座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
 「蕁麻疹の診断と治療 update（仮）」    島根大学医学部附属病院 皮膚科 講師 千貫 祐子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １.１９（金） 
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 201 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、㈱ツムラ、ファイザー㈱〉 
 一般講演（19 時～）            座長  産業医科大学 整形外科学 講師 川﨑 展 
 「脳・脊髄における疼痛抑制機序の解明」        産業医科大学 整形外科学 元嶋 尉士 
 特別講演（19 時 20 分～）         座長  産業医科大学 整形外科学 教授 酒井 昭典 
 「困った痛みに対する対処法～西洋医学と東洋医学の視点から～」 

 城山病院 麻酔科 部長 大中 仁彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 １.１９（金） 
１８時４５分 
 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 329 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㈱〉 
 情報提供：『CT injection system Stellant Certegra Workstation』について 
 特別講演 
 「Advanced Neuroimaging：鹿児島大学でのスタートアップ」 
           鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 放射線診断治療学教室 教授 吉浦 敬 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)≫ 

 １.１９（金） 
１８時３０分 
 

 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔」 

 
 
 
 
 

第 502 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、ファイザー㈱〉 

 製品紹介：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬『イフェクサーSR』 
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 
「統合失調症のリカバリー達成患者における認知機能、社会機能、意思決定傾向の検討」 
                       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 
 「『よい医者』のすゝめ～産業精神保健実践を素材にして～」 
                慶應義塾大学 精神・神経科学教室 特任准教授 白波瀬 丈一郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･5(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １.２３（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 

平成 29 年度予防接種研修会〈主催：市医師会〉 
講演                       司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 

 「渡航者向け予防接種と渡航外来について」  健和会大手町病院 感染症内科 主任部長 林 健一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･9(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 １.２５（木） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 
 
 
 
 

アルコール健康障害対策研修会〈主催：市医師会〉 
講演                       司会  北九州市医師会 理事 原賀 憲亮 
１．「かかりつけ医と精神科医の連携構築事業について」    北九州市医師会 理事 原賀 憲亮 
２．「福岡県飲酒運転撲滅条例および北九州市のアルコール関連問題対策について」 
                     北九州市立精神保健福祉センター 所長 三井 敏子 
３．「アルコール依存症の早期介入・専門機関との連携について」 新門司病院 診療部長 櫻井 修 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･70(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １.２５（木） 
１９時３０分 

産業医科大学 
ﾗﾏﾂｨｰﾆﾎｰﾙ 大ﾎｰﾙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 37 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〉 
 テーマ：「先進機器を用いた評価とリハビリテーション」 
 講演                        
１．「慢性期脳卒中片麻痺患者に対する歩行能力改善への取り組み 

～機能的電気刺激装置や足首アシスト装置での介入の現状～」 
 産業医科大学 リハビリテーション部 理学療法士 緒方 友登  

２．「上肢ロボット支援訓練」  
産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 作業療法士 中津留 正剛 

３．「末梢神経障害の先進治療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 助教 蜂須賀 明子 

≪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)≫ 

 １.３１（水） 
１８時４５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」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成 29 年度第 3 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、アステラス製薬㈱〉 

                         座長  産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
一般演題 

 １．「豚連鎖球菌によるトキシックショック症候群の一例」 
                    健和会大手町病院 総合診療科・感染症内科 山口 征啓 
 ２．「超音波内視鏡ガイド下縦隔リンパ節吸引針生検（EBUS-TBNA）が診断に有用であった、 

結核性縦隔リンパ節炎の１症例」 
                        産業医科大学 呼吸器内科 根本 一樹 

 ３．「当院の VRE を総括する」          小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章 
 特別講演 
 「成人肺炎診療ガイドライン 2017 について」 
       長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 呼吸器内科学分野 教授 迎 寛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･28(0.5 単位)･47(0.5 単位)≫ 

門 司 １.１５（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 

 １.１７（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、旭化成ファーマ㈱〉 
 製品紹介：『リクラスト点滴静注液 5㎎』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）              司会 ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
 「Dupuytren 拘縮に対する治療とシームレスな骨粗鬆症治療」 
                       産業医科大学 整形外科学 学内講師 目貫 邦隆 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…77(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年１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 １.２５（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、協和発酵キリン㈱〉 
 特別講演                     座長  山本内科糖尿病内科 院長 山本 操 
 「認知症予防における糖尿病治療の重要性：久山町研究の成績より」 
              九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野 教授 二宮 利治 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･29(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １.２５（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 408 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１．「繰り返す肺炎を契機に成人期に発見された嚢胞性肺線維症の一例」 

北九州総合病院 小児科 川村 卓 
 演題２．「細気管支炎を契機に発見された嚢胞性線維症の一例」 
                             北九州総合病院 小児科 川瀬 真弓 

八 幡 １.１７（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 

八幡臨床外科医会 1 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 話題提供：『カナリア配合錠』 
 特別講演              座長  井手消化器・呼吸器外科医院 院長 井手 誠一郎 
 「糖尿病の最新治療」             製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 野原 栄 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…23(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 １.２３（火） 
１８時 

八幡医師会館 
２階 実習室（演習） 
３階 講堂（講演） 

 
 
 
 
 

第 20 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〉 
    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 
演習（18 時～）               

  テーマ「吐物処理」      北九州市立八幡病院 感染管理認定看護師 中川 祐子 他数名 
 講演（19 時～） 
  テーマ「ここがポイント、抗菌薬適正使用」 産業医科大学病院 感染制御部 副部長 鈴木 克典 
≪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)≫ 

 １.２５（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 9 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、MSD㈱〉 

 製品紹介：持続性選択的 DPP-4 阻害剤『マリゼブ錠』（18 時 50 分～） 
 症例検討（19 時～）         司会進行  北九州市立八幡病院 呼吸器内科 星野 鉄兵 
 １．「消化器関連症例（仮）」          北九州市立八幡病院 消化器内科 川口 浩太郎 
 ２．「糖尿病関連症例（仮）」            北九州市立八幡病院 糖尿病内科 中村 寛 
特別講演（19 時 50 分～）            司会進行  平田クリニック 院長 平田 静弘 
「褥瘡や糖尿病性足病変などの難治性皮膚潰瘍のケア」 
                    北九州市立八幡病院 形成外科 統括部長 田崎 幸博 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…58(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １.２９（月） 
１９時 

千草ホテル 
別館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 8 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㈱〉 
 演題（19 時～）               座長  戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
 「A 型肝炎後に自己免疫性肝炎を発症したと考えられる一例」 

JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則 
 特別演題（19 時 30 分～）          座長  北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司 
 「肝硬変のトータルマネージメント」兵庫医科大学 内科学 肝・胆・膵科 主任教授 西口 修平 
≪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)≫ 

 １.３１（水） 
１９時 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
１階 「さくらの間」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

八幡精神科医会〈共催：八幡精神科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 一般演題                
 「てんかん協会から精神科医に知っていただきたいこと」 日本てんかん協会 常任理事 岡本 朗 
 特別講演          
 「精神科医から診たてんかん」       久留米大学 神経精神医学講座 准教授 本岡 大道 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･13(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

戸 畑 １.２４（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

戸畑医師会医療センター 
 
 
 
 
 

戸畑区医師会学術講演会〈主催：戸畑区医師会〉 
 講演 
 「非専門医のための呼吸器疾患の診断と治療～Up to Date～」  

産業医科大学 呼吸器科内科学 准教授 城戸 貴志 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…46(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

若 松 １.１９（金） 
１９時４５分 

若松区医師会館 
大ホール 

 
 
 
 

平成 29 年度第 4 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、第一三共㈱〉 
 商品説明：抗凝固剤『リクシアナ錠』の有用性について（19 時 30 分～） 
 講演（19 時 45 分～） 
 「脳梗塞の最前線治療～急性期から二次予防まで～」  

産業医科大学 脳神経外科学 学内講師 中野 良昭 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

産医大 １.１６（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 471 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉 
 テーマ：「SLE の最新治療」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･61(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

その他 １.１８（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 

第 152 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                司会  済生会八幡総合病院 腎センター 主任部長 安永 親生 
 講演 
「これからのバスキュラーアクセス診療」       飯田橋春口クリニック 院長 春口 洋昭 

 ニューイヤーセッション 
 「北九州透析懇話会の歴史を振り返って（昭和 49 年－平成 29 年）」 

済生会八幡総合病院 腎センター 主任部長 安永 親生 

 １.２３（火） 
１９時 

ホテルニュータガワ 
 

第 575 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  杉本クリニック 杉本 英克 
 演題「 未 定 」 

Ｎｏ．２ 


