
 
 

◇ 平成３０年６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 ６.１（金） 

１９時 
 

リーガロイヤルホテル小倉 

３階 「オーキッド」 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

※会費 1,000円 

第 24 回福岡山口臨床不整脈研究会〈共催：福岡山口臨床不整脈研究会、市医師会、バイエル薬品㈱〉 

 薬剤情報提供（18時 50分～） 

一般講演（19時～）                座長  宇部興産中央病院 院長 清水 昭彦 
 １．「心室細動を伴った高度低体温患者の一例」   北九州市立八幡病院 循環器内科 宮本 太郎 

 ２．「洞不全症候群に対するペースメーカ植込み後に 2：1心房ペーシング不全を生じ、その機序を 

                                       証明し得た一例」 
                                  芦屋中央病院 山岸 靖宣 

 ３．「大心静脈からの通電が有効であった頻発する心室性期外収縮/心室頻拍による低心機能の１例」 

                      宗像水光会総合病院・心臓血管センター 三戸 隆裕 
 ４．「IVC 閉塞のための内頸静脈経由で肺静脈隔離を行った一例」  

九州大学病院 循環器内科 長岡 和宏 

 特別講演（20時～）            座長  済生会下関総合病院 循環器科 大村 昌人 
 「植込み型デバイスの遠隔モニタリング最近の進歩と地域医療連携」 

                       藤田保健衛生大学 循環器内科 教授 渡邉 英一 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

 ６.５（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」 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

※会費 500円 

第 29 回北九州リウマチ薬物治療懇話会〈共催：北九州リウマチ薬物治療懇話会、市医師会、 
ヤンセンファーマ㈱、田辺三菱製薬㈱〉 

 情報提供：『シンポニー』について 

 一般演題（19時～）         座長  JR 九州病院 内科 部長 古郷 功 
産業医科大学 第１内科学講座 講師 中野 和久 

１．「膠原病・リウマチ患者への関わり」            飯塚病院 看護部 工藤 江里子 

２．「生物学的製剤在宅自己注射を行う RA 罹患高齢者における支援者の有無と治療継続率との 
関連について」 

                            産業医科大学病院 看護部 小柳 徳子 

 ３．「当院における生物学的製剤自己注射導入の運用について」  新小倉病院 薬剤部 江隈 綾香 
 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 

 「関節炎治療における TNF 阻害薬」      順天堂大学医学部 膠原病内科 教授 田村 直人 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5単位)･61(1.0単位)≫ 

 ６.７（木） 

１９時 

 

パークサイドビル 

９階 

 
 

第 37 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～） 
一般演題（19時～）                座長  飯塚病院 循環器内科 今村 義浩 

「心大血管疾患における在宅支援～退院前訪問指導を通して～」 

                        飯塚病院 リハビリテーション部 西村 天利 
特別講演（19時 30分～）           座長  JCHO 九州病院 内科医長 折口 秀樹 

「腎臓リハビリテーション：今、何故？～運動療法の実際～」   古賀病院 21 院長 平松 義博 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5単位)･12(0.5単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.７（木） 

１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 

５階 「飛翔の間」 
 

 

 
 

 

 
 

第 506 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、大塚製薬㈱〉 

 情報提供：抗精神病薬『レキサルティ錠』について（18時 30分～） 

一般講演（18時 45分～）       座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「性同一性障害の診断と治療」           小倉めんたるクリニック 院長 濱田 直之 

特別講演（19時 15分～）        座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 

「薬理作用から見たブレクスピプラゾールの臨床特性と使い方のコツ」 
                    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…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･68(0.5 単位)･69(0.5単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ６.１３（水） 

１９時 
 

パークサイドビル 

９階 大会議室 
 

 

 
 

 

※会費 500円 

平成 30 年度第 1回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 3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㈱〉 

 特別講演１（19時～）        座長  製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 部長 古森 雅志 
 「近年の Treatment modality の進歩」     金沢医科大学病院 呼吸器外科 教授 浦本 秀隆 

 特別講演２（19時 45分～）        座長  産業医科大学 呼吸器内科 教授 矢寺 和博 

 「閉塞性肺疾患治療に関する最近の話題」  鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 教授 井上 博雅 
≪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)≫ 

 ６.１４（木） 

１９時０５分 
 

産業医科大学 

ﾗﾏﾂｨｰﾆﾎｰﾙ 小ﾎｰﾙ 
 

 

 
 

 

 
 

※会費 500円 

第 38 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、エーザイ㈱〉 
 情報提供：『フィコンパ錠』について（18時 30分～） 

 北九州大腿骨近位部骨折地域連携ﾊﾟｽ協議会・北九州脳卒中地域連携ﾊﾟｽ協議会（18時 45分～） 

 教育講演（19時 05分～） 
 「福岡県における高次脳機能障害者等の自動車運転に係る連携」  

産業医科大学病院 作業療法士 飯田 真也 

 特別講演（19時 30分～） 座長  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
 「リハビリテーションに関わる人達も知っておくべき脳卒中後てんかんのマネジメント」 

                          九州大学病院 脳神経外科 助教 迎 伸孝 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…35(0.5単位)･78(0.5単位)≫ 

 ６.１４（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 2回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、
アステラス製薬㈱〉 

 講演                   座長  JCHO 九州病院 泌尿器科部長 原野 正彦 

 「本邦における進行前立腺癌に対する治療の現況と展望」  
浜松医科大学 泌尿器科学講座 教授 三宅 秀明 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5単位)･22(0.5単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.１５（金） 

１８時３０分 
 

千草ホテル 

１階 「鶴の間」 
 

 

 
 

第 333 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～） 
 「若手が知っておくべき腹部造影 CT 理論の基礎」     戸畑共立病院 放射線科 内山 大治 

≪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)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年６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 ６.１８（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 460 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㈱〉 

          司会  JR 九州病院 院長 林田 一洋、山陰労災病院 名誉院長 川﨑 寛中 
 症例報告 

 １．「当院での３型 C 型慢性肝炎の治療経験とアルコール性肝硬変に合併した肝腫瘤の１例」 

                          北九州総合病院 消化器内科 大久保 夕貴 
 ２．「乳頭部腫瘤を伴った黄疸の１例」      北九州市立医療センター 副院長 三木 幸一郎 

 ３．「肝炎の病理解析所見」                    岡村一心堂病院 實藤 隼人 

 特別講演 
 「ウイルス肝炎治療のこれから」                新小倉病院 副院長 野村 秀幸 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5単位)･20(0.5単位)･21(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（木） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
 

 

 
 

 

 
 

 

※会費 1,000円 

第 46 回北九州小児感染症懇話会・第 547回北九州地区小児科医会例会〈共催：北九州小児感染症懇話会、

北九州地区小児科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉 
 製品紹介：『クラリス』（18時 50分～） 

一般講演（19時～）         座長  産業医科大学 小児科学教室 准教授 保科 隆之 

「発熱が遷延するマイコプラズマ肺炎症例における抗菌薬不応例予測に関する検討」 
産業医科大学 小児科学教室 多久 佳祐 

 特別講演（19時 30分～）           座長  よしだ小児科医院 理事長 吉田 ゆかり 

 「最近の小児肺炎の原因菌の耐性動向と小児呼吸器感染症診療ガイドライン 2017」 
                  JA 北海道厚生連 旭川厚生病院 小児科 主任部長 坂田 宏 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･28(0.5 単位)･46(0.5単位)≫ 

 ６.２１（木） 

１９時 
 

リーガロイヤルホテル小倉 

３階 「オーキッド」 
 

 

6 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㈱、エーザイ㈱〉 
 製品紹介 

特別講演                 座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 

 「爪白癬の新しい治療戦略～ラブコナゾールをどう使うか～」  
東京医科大学 皮膚科学分野 准教授 原田 和俊 

≪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)≫ 

 ６.２２（金） 

１９時 
 

＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 

４階 「ロイヤルホール」 
 

 

第 17 回乳癌の画像診断最前線～in Kitakyushu～ 

〈共催：乳癌の画像診断最前線、市医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：超音波造影剤『ソナゾイド』（19時～） 

特別講演（19時 15分～）         座長  島田乳腺・外科クリニック 院長 島田 和生 

 「Invenia ABUS の現状と展望」             三河乳がんクリニック 院長 水谷 三浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ６.２６（火） 
１９時 

 

＜追 加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 

 

福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会～第２回抗凝固療法セミナーin小倉～ 

〈共催：県内科医会北九州ブロック、市医師会、ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱、ファイザー㈱〉 

 製品紹介（18時 50分～） 
基調講演（19時～）              座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 

 「心房細動に対するアプローチ～循環器医の立場から～（仮）」 

小倉記念病院 循環器内科 副部長 永島 道雄 
 特別講演（19時 30分～）         座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 

 「急性期脳梗塞の治療戦略」      国立循環器病研究センター 脳血管内科部長 古賀 政利 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5単位)･43(0.5単位)･73(0.5 単位)≫ 

門 司 ６.１２（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、ファイザー㈱、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：疼痛治療剤『リリカ OD 錠』 

 特別講演                     座長  田代クリニック 院長 田代 道良 

 「腰痛・頸部痛の診断と治療（仮）」    久留米大学医学部 整形外科学教室 准教授 山田 圭 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…60(0.5単位)･63(0.5単位)≫ 

 ６.２０（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、ノバルティスファーマ㈱〉 
 製品紹介（19時～） 

 特別講演（19時 10分～）           座長  北九州市立門司病院 副院長 是木 一也 

 「現代日本人の病態を考慮した糖尿病治療戦略」          田仲医院 院長 田仲 秀明 
≪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)≫ 

小 倉 ６.１６（土） 
１４時 

 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階 研修室 

 

第 25 回在宅医療福祉ネットワーク研修会〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ：「臨床倫理について」                  宮崎大学 教授 坂井 孝壱郎 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(1.0 単位)≫ 

 ６.１９（火） 

１９時 

 
＜演題決定＞ 

ステーションホテル小倉 

４階 「吉祥の間」 

 
 

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、科研製薬㈱〉 

 製品紹介（18時 50分～） 
講演（19時～）                座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 

 「最近の爪白癬の治療について」             九州大学病院 皮膚科 講師 辻  学 

≪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)≫ 

 ６.２８（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 413 回小倉小児科医会臨床懇話会 

 演題１「小児ネフローゼ症候群の新しい治療～リツキシマブ使用症例～」 
                         北九州市立医療センター 小児科 黒木 理恵 

 演題２「自己免疫性溶血性貧血の１例～リツキシマブ使用経験を含めて～」 

                         北九州市立医療センター 小児科 日高 靖文 

 ６.３０（土） 

１５時 
 

＜追 加＞ 

パークサイドビル 

９階 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

医療フォーラム 第２回人工知能を利用した近未来医学医療研究会 

〈共催：小倉医師会、北九州青年医師の会〉 

 講演１（15時 05分～）          座長  あだち宇野内科クリニック 院長 宇野 卓也 
 「人の知的創造活動を最大化する NEC の最先端 AI技術群『NEC the WISE』のご紹介」 

               日本電気株式会社 医療ソリューション事業部 事業推進部  

医療ソリューションコーディネータ 事業推進部 野間 充 
 講演２（16時 15分～）               座長  後藤クリニック 院長 後藤 誠一 

「多元計算解剖学と未来医療」  九州大学先端医療イノベーションセンター 特任教授 橋爪 誠 

 総合討論（17時 10分～） 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(1.0 単位)･3(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年６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 ６.５（火） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

 
 

八幡認知症研究会〈共催：八幡認知症研究会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 

 演題（19時～）             座長  たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 

 「精神疾患を合併した認知症の方の支援について～短期記憶障害が顕著であるにも関わらず 
独居生活が継続できている事例～」  

           北九州ヘルスケアサービス八幡 訪問看護ステーション 看護師 藤井 直美 

 特別講演（19時 20分～）         座長  たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
 「認知症とてんかん～複雑部分発作を見逃していませんか？～」 

         国際医療福祉大学医学部 神経内科 教授・福岡山王病院 神経内科 赤松 直樹 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5単位)･29(0.5単位)･35(0.5 単位)≫ 

 ６.１２（火） 

１９時 

千草ホテル 

本館２階 「光琳の間」 
 

 

 

八幡小児科医会 6月例会〈共催：八幡小児科医会、ミヤリサン製薬㈱〉 

 製品紹介：生菌製剤『ミヤ BM 細粒・錠』の特徴と有用性について（19時～） 

 特別講演（19時 15分～）                 座長  合屋医院 院長 合屋 綾子 
 「腸内細菌叢の異常と子どもの病気との関わり」 関西医科大学 小児科学講座 教授 金子 一成 

 ６.２０（水） 

１９時 

八幡医師会館 

３階 情報処理室 
 

 

 

八幡臨床外科医会 6月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：『リクシアナ錠』について（19時～） 

 特別講演（19時 10分～）             座長  ひらたクリニック 院長 平田 静弘 

 「静脈血栓塞栓症の過去～現在～未来」  
九州大学医学研究院 病態修復内科（第一内科）准教授 小田代 敬太 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5単位)･44(0.5単位)≫ 

 ６.２１（木） 

１９時 

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、田辺三菱製薬㈱〉 
 話題提供：『カナリア配合錠』 

 特別講演                  座長  まつもと内科クリニック 院長 松元 茂 

 「血糖降下大作戦～攻めどころ、守りどころ～」   北九州市立八幡病院 内科 部長 中村 寛 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5単位)･76(0.5単位)≫ 

 ６.２８（木） 

１９時 

千草ホテル 

別館２階 「ルミネスタ」 
 

 

 

八幡整形外科医会 6月例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡医師会、旭化成ファーマ㈱〉 

 情報提供：『テリボン皮下注用 56.5㎍』最近の知見（19時～） 

 特別講演（19時 10分～）           座長  いさやま整形外科医院 院長 諌山 智洋 
 「橈骨遠位端骨折治療におけるピットフォール～シームレスな骨粗鬆症治療を目指して～」 

                    産業医科大学医学部 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)…57(0.5単位)･77(0.5単位)≫ 

産医大 ６.１３（水） 
１９時 

産業医科大学 
2号館 2201教室 

 

 
 

 

 
 

※会費 500円 

第 61 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～） 
 「βラクタム系薬を考えよう」            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～） 

 「βラクタム系薬適正使用の１例」 
 「βラクタム系薬不適正使用の１例」他 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…25(0.5単位)･28(0.5単位)･53(0.5 単位)･59(0.5単位)≫ 

 ６.１５（金） 

１９時 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 

「サファイアルーム」 
 

 

 
 

 

 
 

 

※会費 500円 

第 36 回医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会〈共催：医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会、 

産業医科大学医師会、MSD㈱、日本ライフライン社〉 

 症例発表（19時～）           座長  産業医科大学 腎センター 教授 田村 雅仁 
 「二期的に人工血管置換術を行った胸部大動脈瘤の１例」 

産業医科大学 心臓血管外科 講師 安恒 亨 

 教育講演（19時 15分～） 
 「糖尿病性腎臓病の診断と管理」          産業医科大学 腎センター 講師 宮本 哲 

 特別講演（19時 45分～）         座長  産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 

 「AS 治療は TAVIがすべてか？」           九州大学 心臓血管外科 教授 塩瀬 明 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5単位)･73(0.5単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ６.１９（火） 

１８時３０分 

産業医科大学 

2号館 2401教室 
 

 

第 476 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：血液内科〉 

 テーマ：ITP の診断治療について 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…50(0.5単位)･73(0.5単位)･0(0.5単位)≫ 

その他 ６.９（土） 

１６時１５分 

 
＜追 加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
第 70 回福岡県内科医会講演会〈共催：県内科医会、県内科医会北九州ブロック、小野薬品工業㈱〉 

特別講演                   座長  福岡県内科医会 副会長 高野 健太郎 

 「現代の糖尿病ケア～SGLT2 阻害剤と DPP-4 阻害薬の位置づけ～」 
              武田病院 健診センター 所長 京都大学医学部 臨床教授 桝田 出 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…75(0.5単位)･76(0.5単位)≫ 

 ６.２３（土） 

１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉 

４階 「ダイヤモンド」 

 
 

 

第 41 回福岡大学医学部同窓会「烏帽子会」北九州支部総会・記念学術講演 

〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 
 総会（18時～） 

 記念学術講演（18時 30分～）  

 「腎機能を考慮した糖尿病治療戦略」  
東京慈恵会医科大学附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 医局長 川浪 大治 

Ｎｏ．３ 

® 


