
 
 

◇ 平成３０年８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 ８.５（日） 
９時３０分 

 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 26 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㈱〉 

１．講演（9時 40 分）        座長  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 井元 博文 
１）「糖尿病の食事療法（できそうで、できない減塩生活）」 

新小倉病院 栄養部 管理栄養士 山本 祐子 
  ２）「運動療法」            きはら内科クリニック・糖尿病内科 院長 木原 康之 
  ３）「注射製剤について」                山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 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 
 「SGLT2 阻害薬への期待～循環器内科医の視点から～」   小倉記念病院 循環器内科 森永 崇 
３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～） 

座長  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 部長 井元 博文 
回答者  北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 足立 雅広 

≪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)≫ 

 ８.２１（火） 
１９時１５分 

↓ 
１８時５０分 

 
 

＜時間訂正＞ 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 206 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、久光製薬㈱〉 
 情報提供：経皮吸収型慢性疼痛治療剤『ノルスパンテープ』について（18 時 50 分～） 
 演題（19 時～）                  座長  たなか整形外科 院長 田中 孝明 

「内科疾患に伴う脊髄障害～内科専門医のアドバイスを得て～」         
製鉄記念八幡病院 整形外科 担当部長 末永 賢也 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･4(0.5 単位)≫ 

門 司 ８.３０（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

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  西明内科消化器科医院 西明 真 
≪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)≫ 

小 倉 ８.７（火） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ダイヤモンド」 

 
 
 

第 11 回北九州市小倉医師会勤務医部会総会・シンポジウム〈主催：小倉医師会勤務医部会〉 
 シンポジウム          コーディネーター  北九州市立医療センター 院長 中野 徹 
                        小倉記念病院 診療部長 主任部長 安藤 献児 
                    コメンテーター  健和会大手町病院 院長 西中 徳治 
  テーマ：「災害時の災害拠点病院の役割と周辺病院・医院との連携について」 
   シンポジスト 
   ・北九州市立医療センター 麻酔科 部長 武藤 官大 
   ・九州労災病院 救急科 重症治療部 副部長 松本 泰幸 
   ・健和会大手町病院 副院長 外科部長 災害委員長 古城 都 
   ・北九州総合病院 副院長 救命救急センター長 坂本 喜彦 
   ・行政より  北九州市危機管理室 
 ディスカッション 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･14(0.5 単位)≫ 

八 幡 ８.２０（月） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 

八幡プライマリケアカンファレンス〈共催：八幡プライマリケアカンファレンス、八幡医師会〉 
 テーマ：「気管支喘息」 
症例検討 ２例            司会  井手消化器呼吸器外科医院 院長 井手 誠一郎 
話題提供                         司会  三浦医院 院長 三浦 力 
「ガイドライン改訂をふまえた成人の喘息管理」 製鉄記念八幡病院 呼吸器内科部長 古森 雅志 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･45(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

 ８.３１（金） 
１９時 

 

ホテルニュータガワ 
３階 「月華」 

 
 

八幡産婦人科医会・小児科医会合同学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡小児科医会、八幡医師会、 
あすか製薬㈱〉 

学術講演：リュープロレリン『あすか』について（19 時～） 
特別講演（19 時 20 分～）          座長  産業医科大学 産婦人科学 教授 吉野 潔 
「周産期の感染症」 

川崎医科大学 産婦人科学群 産婦人科学教室１群主任 主任教授 下屋 浩一郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･71(0.5 単位)≫ 

産医大 ８.２２（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 62 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～） 
 「一般的な事例を考えよう」          産業医科大学病院感染制御部 副部長 鈴木 克典 
 症例検討（19 時 30 分～） 
 １．「一般的な抗菌薬適正使用の１例」 
 ２．「一般的な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)…11(0.5 単位)･24(0.5 単位)･26(0.5 単位)･42(0.5 単位)≫ 

その他 ８.２８（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 

第 582 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：『GLP-1 受容体作動薬』 
 症例発表                  司会  製鉄記念八幡病院 糖尿病内科 井元 博文 
 １.「GLP-1 受容体作動薬の有用性についての症例検討」 
               国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 中尾 裕 
 ２.「アログリプチンが原因と考えられた水疱性類天疱瘡の１例」 

きはら内科クリニック糖尿病内科 木原 康之 


