
 
 

◇ 平成３０年３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 ３.２（金） 
１９時 

 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 
 

平成 29 年度北九州市認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ研修会〈共催：北九州市、市認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ、市医師会〉 
 講演      座長  小倉蒲生病院 院長・認知症疾患医療センター センター長 井田 能成 
 「認知症疾患医療センター連携型の現状と展望（課題）～在宅認知症診療を通して～」 
               三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん 理事長 三原 伊保子 

たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ３.２（金） 
１９時 

 
 

ホテルニュータガワ 
本館２階 「雅」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州肝胆膵研究会特別講演会〈共催：北九州肝胆膵研究会、市医師会、エーザイ㈱、EA ファーマ㈱〉 
 講演          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 センター長 岡本 好司 
 「進行膵・胆道癌に対する新しい治療戦略」  

横浜市立大学大学院 医学研究科 消化器・腫瘍外科学 教授 遠藤 格 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･59(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 ３.６（火） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 

平成 29 年度第 2 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〉 
 内容                       座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 

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（仮）」 
北九州市保健福祉局 健康推進課 

 ２．「改定に伴う特定健診・特定保健指導の注意点について（仮）」 
北九州市医師会 理事 手島 久文 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･13(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ３.６（火） 
１８時３０分 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 14 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：ﾒﾃﾞ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：手指消毒剤『ピュアラビング』  
講演         座長  戸畑けんわ病院 薬剤科 橋本 治、門司掖済会病院 上野 良子 
１．「検体提出のイロハ」             北九州市立八幡病院 臨床検査技師 荒木 猛 

 ２．「オムツ交換のイロハ」               健和会大手町病院 CNIC 諸永 幸子 
 ３．「塾長のちょっとためになる話～パート２～」    北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 ４．「Q&A コーナー」 KRICT 本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
 ５．「北九州市の感染症動向～下半期～」          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)≫ 

 ３.８（木） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 

第 504 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〉 

 一般講演（18 時 30 分～）       座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「統合失調症の社会機能とリカバリー」          産業医科大学 精神医学教室 星川 大 
特別講演（19 時～）          座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「近年の自殺の傾向と年代別の自殺予防について」  

福岡大学医学部 精神医学教室 講師 衛藤 暢明 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･68(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ３.１３（火） 
１８時３０分 

ステーションホテル小倉 
４階 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

第 130 回北九州内分泌研究会〈共催：北九州内分泌研究会、市医師会、MSD㈱〉 
演題   
１．「低血糖が診断のきっかけとなった１例」 門司掖済会病院 堂園 史子、佐藤 薫、井元 博文 
２．「異時性に発症した多発副甲状腺腫瘍の一例」 
             北九州市立医療センター 乳腺・甲状腺外科 外科部長 古賀 健一郎 
３．「甲状腺クリーゼ９症例における臨床的検討」  門司メディカルセンター 内科 新生 忠司、 

産業医科大学 第１内科学講座 黒住 旭、成澤 学、鳥本 桂一、岡田 洋右、田中 良哉 
 ４．「甲状腺・副甲状腺術後出血における管理と対策」 やました甲状腺病院 森 祐輔、橘 正剛、 
             進藤 久和、佐藤 伸也、岡村 美沙、高橋 広、山岡 厚、山下 弘幸 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･19(0.5 単位)･73(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ３.１４（水） 
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 47 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、MSD㈱、アステラス製薬㈱〉 

 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 
 「当科における２型糖尿病に対するイプラグリフロジンの検討 

～CGM（Continuous Glucose Monitoring）データを踏まえて～」 
                          産業医科大学 第１内科学講座 得津 明美 
 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 
 「超高齢社会における糖尿病診療 Update」  

千葉大学大学院医学研究院 細胞治療内科学講座 教授 横手 幸太郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ３.１４（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ＫＭＭビル 
４階 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会３月度例会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、EA ファーマ㈱〉 
        司会  JCHO 九州病院 内科 藤澤 聖、九州労災病院 消化器内科 板場 壮一 
症例検討（２題予定） 
教育講演 

 「消化管 GIMT（gastrointestinal mesenchymal tumor：消化管間葉系腫瘍）の診断」 
九州労災病院 消化器内科 板場 壮一 

≪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)≫ 

 ３.１５（木） 
１９時 

 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

3 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、㈱ポーラファルマ〉 
 製品紹介：尋常性ざ瘡治療配合剤『デュアック配合ゲル』 
 特別講演                 座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
 「積極的に赤にきびを治療して きれいな肌へ～デュアックの使い方のコツ～」 
                            ほう皮フ科クリニック 院長 許 郁江 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･70(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年３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 ３.１６（金） 
１９時 

小倉リーセントホテル 
 
 
 
 
 
 
 

第 545 回北九州地区小児科医会例会・第 78 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、バイオジェン・ジャパン㈱〉 

 情報提供：『スピンラザ髄注 12 ㎎』適正使用について（19 時～） 
 講演（19 時 15 分～） 
 「北九州地区における脊髄性筋萎縮症（SMA）の現状（仮）」 
                       産業医科大学 小児科学教室 准教授 下野 昌幸 
 特別講演（19 時 30 分～）      座長  産業医科大学 小児科学教室 准教授 下野 昌幸 
 「脊髄性筋萎縮症（SMA）の診断と治療（仮）」 兵庫医科大学 小児科学講座 主任教授 竹島 泰弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･19(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 ３.１６（金） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 27 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』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）        座長  小倉記念病院 循環器内科 部長 白井 伸一 
 １．「ショックを伴う重症僧帽弁狭窄症に対し、外科的治療が奏功した一例」      

産業医科大学 第２内科 下山 尊弘 
 ２．「感染兆候を認めず弁破壊が進んだ感染性心内膜炎の一例」 

製鉄記念八幡病院 循環器内科 塚原 慧太 
 ３．「Dove coo murmur を認め、マネジメントに難渋した人工弁機能不全の症例」 
                            小倉記念病院 循環器内科 伊藤 慎八 
 特別講演（20 時 10 分～）            座長  製鉄記念八幡病院 副院長 古賀 徳之 
 「CTEPH の病態と BPA の有効性」   

久留米大学医学部 内科学講座 心臓・血管内科部門 主任教授 福本 義弘 
≪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)≫ 

 ３.１６（金） 
１８時３０分 

八幡医師会館 
２階 第４教室 

 
 
 
 

第 331 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～） 
「見落としを減らして楽しい画像診断 LIFE を送ろう！」 

北九州市立八幡病院 放射線科部長 今福 義博 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)･25(0.5 単位)≫ 

 ３.１８（日） 
９時３０分 

 
＜演題決定＞ 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2000 円 

第 25 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  新小倉病院 糖尿病内科 部長 藤本 良士 
  １）「高齢者糖尿病の管理」                 畠中内科クリニック 加藤 智子 
  ２）「糖尿病の病態・診断・治療」      門司メディカルセンター 内科 部長 新生 忠司  
  ３）「糖尿病の薬物療法の選択～個人的見解を多分に交えて～」  

門司掖済会病院 内科 部長 井元 博文 
 ２．ランチョンセミナー（12 時～）         座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
 「糖尿病性腎臓病 DKD の治療：北九州の取り組みと CKD 連携の強化」 

小倉記念病院 副院長/腎臓内科部長 金井 英俊 
 ３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～）   

座長 新小倉病院 糖尿病内科 部長 藤本 良士、回答者 九州労災病院 副院長 田中 誠一 
≪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)≫ 

 ３.２０（火） 
１９時 

 
 

小倉医師会館 
４階 
 
 

平成 29 年度北九州市医師会医業経営講演会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 福地 靖範 
 「個人・医療法人の事業承継における相続税の節税対策について」 

北九州市医師会 顧問税理士 原田 正一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･9(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ３.２０（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 2 回排泄ケアを考える会〈共催：排泄ケアを考える会、市医師会、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：『トビエース錠』（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～） 
「増加する尿失禁・骨盤臓器脱をどう診るか」  

名古屋第一赤十字病院 女性泌尿器科 部長 加藤 久美子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 ３.２２（木） 
１９時 

 
 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

北九州市医師会学校医研修会〈主催：市医師会〉 
 内容                       司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
 １．「色覚検査の現状について」                北九州市教育委員会 学校保健課 
 ２．「北九州市学校検尿の現状と改訂について」  産業医科大学 小児科学教室 助教 森下 高弘 
≪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)･12(0.5 単位)≫ 

 ３.２２（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 5 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、 
県泌尿器科医会、アストラゼネカ㈱〉 

 講演                  座長  製鉄記念八幡病院 泌尿器科部長 奥村 幸司 
 「前立腺癌薬物療法に関する最近の話題」  国立がん研究センター東病院 腫瘍内科 松原 伸晃 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･4(0.5 単位)･5(0.5 単位)≫ 

 ３.２４（土） 
１４時 

 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 

第 28 回市民健康セミナー〈共催：市医師会、北九州市〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 手島 久文 
 「乳がんの気になる最近の話題～検診から遺伝性乳がんまで～」 島田乳腺ｸﾘﾆｯｸ 院長 島田 和生 

 ３.２６（月） 
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 回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 
 「幼児の肥満の問題点と対応のポイント」 産業医科大学 医学教育担当教員 准教授・小児科・ 

教育改革推進センター 副センター長 山本 幸代 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･23(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年３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 ３.２９（木） 
１９時 

 
 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 

平成 29 年度救急災害医療研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       座長  北九州市医師会 理事 福地 靖範 
 １．「熊本地震を経験して（仮）」 
 ２．「誰にでもできる救急処置（BLS）（仮）」北九州総合病院 副院長・救命救急ｾﾝﾀｰ長 坂本 喜彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(1.0 単位)･14(0.5 単位)≫ 

 ３.２９（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 29 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㈱〉 

 一般演題（19 時～）       座長  北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 
 「 未 定 」            国立病院機構小倉医療センター 眼科 医長 喜多 岳志 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「２型糖尿病治療の課題と展望～いかに患者の健康寿命を延ばすのか～（仮）」 
                国立国際医療研究センター 糖尿病研究センター長 植木 浩二郎 
≪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)≫ 

 ３.３１（土） 
１５時 

 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1000 円 

平成 29 年度第 3 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 20 回北九州肝癌治療研究会 
〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、ギリアド・サイエンシズ㈱〉 

 一般演題１（15 時～）  
座長  製鉄記念八幡病院 消化器外科部長、がん診療支援センター長 岸原 文明 

１．「腹腔鏡下肝外側区域切除術」         産業医科大学 第１外科学 助教 田村 利尚 
２．「腹腔鏡下肝拡大後区域切除術」             JCHO 九州病院 外科 川本 雅彦 
一般演題２（15 時 30 分～）         座長  九州労災病院 肝臓内科 部長 國吉 政美 
１．「ソホスブビルベース治療と AFP 値の解析」    新小倉病院 肝臓内科 部長 山下 信行 
２．「ソホスブビル/レジパスビル治療後のリスクマネージメント」  

国立病院機構小倉医療センター 肝臓病センター 部長 佐藤 丈顕 
特別講演１（16 時 10 分～）           座長  かじわらクリニック 院長 梶原 英二 
「内科的肝癌治療に DAAS が与えたインパクト」 

大分大学医学部附属病院 肝疾患相談センター 診療教授 清家 正隆 
 特別講演２（17 時 20 分～）  
           座長  北九州市立八幡病院 副院長/消化器・肝臓病センター長 岡本 好司 
 「外科治療を中心とした肝癌治療の最前線」  東京女子医科大学 消化器外科 教授 山本 雅一 
≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･4(0.5 単位)･10(0.5 単位) 

･27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

門 司 ３.１３（火） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 講堂 

平成 29 年度第 2 回門司区医師会医療安全研修会〈主催：門司区医師会〉 
 演題 
「患者・家族とのコミュニケーション」SOMPO ﾘｽｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業本部 

 医療ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ事業部 主任ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 山崎 堅司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.0 単位)≫ 

 ３.１４（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〈主催：門司区内科医会、門司区医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的 DPP-4 阻害剤/SGLT2 阻害剤配合剤「カナリア配合錠」（19 時～） 

特別講演（19 時 10 分～）         座長  たけはら内科クリニック 院長 武原 英樹 
「糖尿病治療におけるポリファーマシーと患者中心医療について 

～DPP4 阻害剤、SGLT2 阻害剤併用への期待～」  
北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 佐藤 直市 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ３.１６（金） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 講堂 

 

門司区医師会・門司区内科医会合同学術講演会〈共催：門司区医師会、門司区内科医会〉 
 演題 
 「アルツハイマー病と海馬に纏わる医学史」      国東市民病院 病院事業管理者 佐藤 裕 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ３.１９（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 

小 倉 ３.１４（水） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

小倉医師会介護サービス 
総合センター 
２階 研修室 

 

第 15 回小倉医師会かかりつけ医認知症の会研修会〈共催：小倉医師会、小倉北区・南区統括支援ｾﾝﾀｰ〉 
 演題１．「BPSD の対応と予防」 三原デイケア＋クリニック りぼん・りぼん 院長 三原 伊保子 
 演題２．「BPSD の薬物療法について」             小倉蒲生病院 院長 井田 能成 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･10(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ３.２２（木） 
１９時 
↓ 

３.２９（木） 
１９時 

日程・会場 
変更 

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 
地域医療研修ｾﾝﾀｰ 

↓ 
２階 会議室 

第 410 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１「保存的治療にて治癒した小児の外傷性十二指腸壁内血腫の一例」 
             国立病院機構小倉医療センター 小児外科・小児泌尿器科 生野 久美子 
 演題２「小児の急性陰嚢症について」 

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 

八 幡 ３.１（木） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 

第 208 回八幡医学会〈主催：八幡医師会〉 
 特別講演               座長  JCHO 九州病院 心臓血管外科部長 徳永 滋彦 
 「心臓血管外科の最前線」      九州大学大学院医学研究院 循環器外科学 教授 塩瀬 明 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ３.８（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 300 円 

第 46 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（18 時 50 分～） 
                司会  北九州市立八幡病院 循環器内科 主任部長 田中 正哉 
 症例１（19 時～） 
「当院での発作性上室性頻拍（PSVT）のアブレーション治療」 

北九州市立八幡病院 循環器内科 宮本 太郎 
 症例２（19 時 25 分～） 
 「遠位橈骨アプローチによる心臓カテーテル診断と治療」 

北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 
 特別講演（19 時 50 分～）           司会  とどろきクリニック 院長 轟木 元友 
 「心臓血管外科手術の最近の進歩（仮）」      産業医科大学 心臓血管外科 講師 安恒 亨 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成３０年３月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 ３.１２（月） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 

シリーズ勉強会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会〉 
 特別講演                           司会  重森医院 重森 宏敬 
 「形成外科の ABC と Z～診療に役立つ創傷ケアの基本とレアな形成外科手術の世界～」 
                     北九州市立八幡病院 統括部長・形成外科 田崎 幸博 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…56(0.5 単位)･58(0.5 単位)≫ 

 ３.１３（火） 
１８時５０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

北九州産婦人科医会・八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：北九州産婦人科医会、八幡産婦人科医会、 
八幡医師会、バイエル薬品㈱〉 

 製品紹介：『ヤーズフレックス配合錠』（18 時 50 分～） 
一般演題（19 時～）               座長  八幡産婦人科医会 幹事 倉島 雅子 

 「生殖医学から観た古代日本」 
      国際医療福祉大学・臨床研究センター 教授 福岡山王病院 婦人科検診部長 江本 精 
 特別講演（19 時 45 分～）            座長  北九州産婦人科医会 会長 濵口 欣也 
 「DRSP 含有 LEP 連続投与のベネフィット～心血管疾患リスクの観点から考える～」 
                     愛知医科大学 産婦人科学教室 主任教授 若槻 明彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･70(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ３.１５（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
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、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：バソプレシン V2 受容体拮抗薬『トルバプタン』についての最新情報（18 時 50 分～） 
 講演（19 時～）             座長  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
「これからの心不全治療～うっ血管理の重要性～」 
                  萩原中央病院 副院長/循環器・心臓内科 主任部長 瀬川 潤 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･24(0.5 単位)≫ 

 ３.２０（火） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 

八幡臨床外科医会 3 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：『プレタールアシストシステム』について（19 時～） 
 講演（19 時 10 分～）                座長  島田クリニック 院長 島田 和生 
 「CAD（冠動脈疾患）、PAD（末梢動脈疾患）患者の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…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

若 松 ３.１６（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 

第 5 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：『ルネスタ』について最近の話題（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
 １．「検視の実際～ABC から始めましょう」           手島内科医院 院長 手島 久文 
 ２．「目からウロコの不眠症治療」              香西洋クリニック 院長 香西 洋 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･20(0.5 単位)･70(0.5 単位)･84(0.5 単位)≫ 

産医大 ３.２０（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

 

第 473 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：「静脈血栓塞栓症 最近の治療」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･43(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

その他 ３.８（木） 
１９時 

ＴＫＰ小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ホール」 

 
 

福岡県内科医会北九州ブロック保険診療懇話会 2018〈共催：県内科医会北九州ブロック、 
アストラゼネカ㈱、小野薬品工業㈱〉 

１．特別講演                     座長  遠賀中間内科医会 打和 靖宏 
  「SGLT2 阻害薬を実臨床にどう活かすか？」   製鉄記念八幡病院 糖尿病内科部長 野原 栄 
 ２．ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ   座長  八幡内科医会 会長 三浦 力、八幡内科医会 副会長 谷 良樹 
 「保険診療レセプト審査の現状について」 
【症例提示】 

  福岡県内科医会 会長 江頭 芳樹 
  福岡県内科医会 専務理事 上野 俊幸 
  福岡県国民健康保険診療報酬審査委員 木藤 洋一 

 ３.２７（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 
 

第 578 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  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科部長 野原 栄 
 「 未 定 」   

Ｎｏ．４ 


