
 
 

◇ 平成３０年４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 ４.１１（水） 
１９時 

 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 4 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  おんが病院 消化器内科 矢田 親一朗、産業医科大学 第３内科学 渡邊 龍之 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「SSA/P（sessile serrated adenoma/polyp）の内視鏡像」 産業医科大学 第３内科学 渡邊 龍之 
≪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)≫ 

 ４.１２（木） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 18 回北九州炎症性腸疾患懇話会〈共催：北九州炎症性腸疾患懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
話題提供：『レミケード』（18 時 50 分～） 
一般演題（19 時～）                  座長  芦屋中央病院 院長 櫻井 俊弘 

 １.「潰瘍性大腸炎術後に水分管理が難渋した High output 症候群の１例」 
                        戸畑共立病院 栄養科 管理栄養士 佐保 洸太 
 ２.「最近１年間で経験した小児クローン病の肛門部病変」 
                          産業医科大学 第１外科学教室 秋山 泰樹 
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 第１外科学教室 教授 平田 敬治 
 「炎症性腸疾患の手術のタイミング～周術期死亡症例を出さないために～」 
                     兵庫医科大学 炎症性腸疾患外科 主任教授 池内 浩基 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ４.１４（土） 
１６時３０分 
 
＜追 加＞ 

ホテルクラウンパレス小倉 
 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 開業医 5,000 円 
勤務医 1,000 円 

平成 30 年度北九州耳鼻咽喉科専門医会総会・第 291 回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 
〈共催：北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会、市医師会〉 

総会（16 時 30 分～） 
臨床懇話会（17 時～）          座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
一般演題 

 １.「私が経験した鼻性視神経症症例」    北九州総合病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 上田 成久 
 ２．「突発性難聴重症例に対するステロイド鼓室内投与療法の効果」 
                    産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 河口 倫太郎 
 特別講演 
 「遷延化する急性感音性難聴への心理療法」    福岡大学医学部 耳鼻咽喉科 主任教授 坂田 俊文 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…38(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ４.１７（火） 
１９時３０分 
 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 

第 203 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〉 
 演題                      座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
 「よく診る脊椎疾患に対する私たちの治療方針」    久留米大学 整形外科 教授 佐藤 公昭 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫ 

 ４.１７（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 多目的ホール 

 
 

第 6 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㈱〉 
 製品紹介：三種混合ワクチン『トリビック』（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 
「帯状疱疹の病態と治療およびワクチンによる予防について」 
                      福岡大学医学部 皮膚科学教室 教授 今福 信一 

≪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)≫ 

 ４.１９（木） 
１９時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
９階 第１会議室 

 
 
 

4 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、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：『アクアチム』の最近の知見について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）       座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「小児の皮膚感染症～最近の話題～」  神奈川県立こども医療センター 皮膚科部長 馬場 直子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･11(0.5 単位)･51(0.5 単位)≫ 

 ４.２４（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 6 回北九州脈管と血栓塞栓症研究会〈共催：北九州脈管と血栓塞栓症研究会、市医師会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉 
 一般講演                座長  小倉記念病院 循環器内科 部長 白井 伸一 
 「DOAC に関連する大規模臨床研究の読み方」  小倉記念病院 循環器内科 副部長 山地 杏平 
 特別講演           座長  製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科 部長 荒川 修治 
 「潜因性脳梗塞へのアプローチ～ICM vs ESUS～」 
                        杏林大学医学部 脳卒中医学 教授 平野 照之 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ４.２４（火） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 46 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州骨・関節セミナー、北九州臨床整形外科医会、 
市医師会、第一三共㈱〉 

 情報提供：『プラリア皮下注 60 ㎎シリンジ』について（18 時 45 分～） 
座長  北九州市立医療センター 整形外科 主任部長 西井 章裕 

一般講演（19 時～） 
 「骨粗鬆症治療における皮質骨の重要性」   産業医科大学 整形外科学 学内講師 目貫 邦隆 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「脊椎内視鏡手術から分かってきたこと～疼痛の原因解明から治療に向けて～」 
                   北九州市立医療センター 整形外科 主任部長 吉兼 浩一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･63(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ４.２４（火） 
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 505 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〉 

 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 
 「側坐核コリン作動性介在神経に局在する p11 は報酬関連ドパミン神経応答に必要である 
                              ～及び開業１年間の患者動向～」 
                          黒崎こころのクリニック 院長 花田 雄樹 
 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 
 「認知症医療が目指すもの」    九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 講師 小原 知之 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ４.２６（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 30 年度第 1 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、 
日本新薬㈱〉 

 講演                座長  産業医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本 直浩 
 「男性特有の泌尿器科疾患（前立腺肥大症・ED）の治療に対するタダラフィルの新たな位置づけ」 
                        川崎医科大学 泌尿器科学教室 教授 永井 敦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･19(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年４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 ４.２８（土） 
１８時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 
 

※会費 懇話会 2,000 円 
懇親会 2,000 円 

北九州ブロック眼科医会（春）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
 演題 
 「角膜移植と羊膜移植（仮）」  

久留米大学医学部 眼科学講座 眼科移植再生医療担当教授 門田 遊 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

門 司 ４.１７（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、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：経口 FXa 阻害剤『エリキュース錠』 
特別講演                     座長  田代クリニック 院長 田代 道良 

 「実地医家のための抗血栓療法のポイント」    小倉記念病院 循環器内科 医長 福永 真人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 ４.１８（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、武田薬品工業㈱〉 
 製品紹介：『ロトリガ』の有用性について 
講演                       座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 

 「Unmet needs を考慮した脂質異常症の新しい治療法～ロトリガの有用性を含めて～」 
                           平光ハートクリニック 院長 平光 伸也 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…75(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

小 倉 ４.１１（水） 
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、アッヴィ合同会社〉 
 特別講演                         座長  松井病院 院長 松井 豊 
 「慢性肝疾患の診療に関して：ウイルス性肝疾患とウイルソン病を中心に」  
                            産業医科大学 第３内科 教授 原田 大 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･21(0.5 単位)･27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ４.２６（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 411 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 「夜尿症：注意すべき器質的疾患、治療、最近の話題について（仮）」 
                             一枝クリニック 小児科 江島 多奉 

八 幡 ４.９（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  谷内科クリニック 谷 良樹 
 「プライマリーケアで遭遇する産婦人科疾患について」   JCHO 九州病院 産婦人科 河野 善明 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･71(0.5 単位)≫ 

 ４.１２（木） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

八幡小児科医会 4 月例会〈共催：八幡小児科医会、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『ミティキュア ダニ舌下錠』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）                 座長  合屋医院 院長 合屋 綾子 

 「舌下免疫療法 期待される効果と実施上の注意点～花粉・食物アレルギー症候群を中心に～」    
                 藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 小児科 教授 近藤 康人 

 ４.１８（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、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤『ベタニス錠』（19 時～） 
 総会（19 時 10 分～） 
 特別講演（19 時 20 分～）          座長  福留外科胃腸肛門科医院 院長 福留 健一 
 「泌尿器科がん診療の現状」         産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･18(0.5 単位)≫ 

 ４.１９（木） 
１８時３５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、マイラン EPD 合同会社〉 
 製品紹介（18 時 35 分～） 
 総会（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時 15 分～）             座長  吉祥寺クリニック 院長 内田 裕之 
 「ガイドラインに基づいた便秘の診断と治療」  

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)…55(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

 ４.２４（火） 
１８時３０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 

八幡産婦人科医会総会・学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡医師会、あすか製薬㈱〉 
 学術講演（18 時 30 分～） 
 総会（18 時 40 分～） 
 特別講演１ 
 「不育症のリスク因子と治療」      北九州市立八幡病院 産婦人科 主任部長 井上 統夫 
 特別講演２ 
 「骨盤臓器脱の管理」         産業医科大学若松病院 産婦人科 診療教授 吉村 和晃 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･71(0.5 単位)≫ 

産医大 ４.１７（火） 
１８時３０分 

産業医科大学２号館 
２階 2208 教室 

 

第 474 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：C 型肝炎治療後の発癌について 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･9(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ４.１８（水） 
１９時 

産業医科大学２号館 
2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 60 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～） 
 「抗菌薬適正使用を考えよう」            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．「抗菌薬適正使用の１例」 
 ２．「抗菌薬不適正使用の１例」 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･16(0.5 単位)･30(0.5 単位)･47(0.5 単位)≫ 

その他 ４.２４（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 

第 578 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：『オゼンピック皮下注 2㎎』 
 症例発表                 司会  産業医科大学 第１内科学講座 岡田 洋右 
 １.「腎細胞癌、ｻﾌﾞｸﾘﾆｶﾙｸｯｼﾝｸﾞ症候群術後に血糖ｺﾝﾄﾛｰﾙ改善を認めた２型糖尿病の１例」 
         産業医科大学 第１内科学講座 得津 明美、黒住 旭、岡田 洋右、田中 良哉 
 ２.「糖尿病とドライアイ」                     山名眼科医院 山名 泰生 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年４月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 


