
 
 

◇ 平成３０年９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 ９.４（火） 
１８時３０分 
 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 15 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：メデ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』（18 時 30 分～） 
セミナー（18 時 40 分～）  

座長  戸畑共立病院 PNIPC 南 博子、門司メディカルセンター CNIC 下津 武津美 
 １．「医療機関における感染性廃棄物の管理について」 
                    北九州市保健福祉局 医務薬務課 医務係長 渡辺 雅彦 

北九州市保健福祉局 医務薬務課 院内感染担当係長 高原 文子 
 ２．「リハビリ・介護職員の感染対策」         北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
 ３．「手洗いキャンペーンの各施設の取り組み紹介」 
                           北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
                               戸畑共立病院 PNIPC 南 博子 
                        門司メディカルセンター CNIC 下津 武津美 
 Q&A コーナー   

座長  KRICT 本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
≪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)≫ 

 ９.６（木） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
【北九州市医師会介護保険 
かかりつけ医指定研修会】 

第 1 回主治医意見書記載研修会〈共催：市医師会〉 
 講演１．「介護保険制度について」          北九州市保健福祉局介護保険課認定審査係 
 講演２．「主治医意見書の書き方」              北九州市医師会 理事 権頭 聖 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･80(1.0 単位)≫ 

 ９.７（金） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 40 回北九州糖尿病治療懇話会〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、市薬剤師会、 
県栄養士会北九州支部、県臨床衛生検査技師会北九州地区、北九州 CDE の会、ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱〉 

 情報提供：『ヒト GLP-1 アナログ注射液』（18 時 45 分～） 
一般演題（19 時～）                座長 萩原中央病院 副院長 森田 恵美子 
１．「MCI（軽度認知障害）の２型糖尿病２症例に外来自己注射導入指導を行った経験」 

戸畑けんわ病院 看護主任 坂崎 香織 
 ２．「高齢者糖尿病患者の療養指導～施設との連携～」   行橋中央病院 看護師長 福田 かずみ 
 特別講演（19 時 40 分～）            座長  萩原中央病院 副院長 森田 恵美子 
 「糖尿病合併症の予防を目指した、新しい糖尿病治療のアプローチ」 
          鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授 西尾 善彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 ９.７（金） 
１８時４５分 
 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 121 回北九州外科研究会〈共催：北九州外科研究会、市医師会、㈱ヤクルト本社、科研製薬㈱〉 
 製品紹介（18 時 45 分～） 
演題（19 時～）               司会  北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 

JR 九州病院 外科 主任医長 高畑 俊一 
  １．「Y グラフト置換後、左内腸骨動脈瘤仮性瘤～直腸瘻を形成した１例～」 
                               小倉記念病院 外科 外川 雄輝 
  ２．「胆嚢腺筋症と鑑別が困難な胆嚢癌の１例」     小倉医療センター 外科 山喜多 悠一 
  ３．「食道 GIST の１例」                  新小倉病院 外科 大津 香奈絵 
  ４．「胸腺非定型カルチノイドの１切除例」          九州労災病院 外科 藤田 康博 
  ５．「２度の胆石性小腸イレウスに対して切石術を行い良好な経過が得られた１例」 
                             健和会大手町病院 外科 久保 祐樹 
  ６．「膵・胆管合流異常症に合併した胆嚢癌の１切除例」  

北九州市立医療センター 外科 病理検査科 小薗 真吾 
  ７．「Gemcitabine-nab-paclitaxel 併用化学療法により pCR が得られた borderline resectable 

膵頭部癌の１切除例」 
                             下関市立市民病院 外科 横田 太郎 
  ８．「腹腔鏡下に摘出した異物誤飲の１例」          北九州総合病院 外科 仲野 優 
  ９．「鈍的腹部外傷に対する緊急腹腔鏡手術の有用性について」 

北九州市立八幡病院 外科 救急科 大坪 一浩 
  10.「乳癌扁平上皮癌の一例」              産業医科大学 第１外科 佐藤 永洋 
 ミニレクチャー（20 時 40 分～）        座長  JR 九州病院 外科 主任医長 高畑 俊一 
 「癒着性イレウスに対する腹腔鏡治療」        北九州市立八幡病院 外科 木戸川 秀生 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･52(0.5 単位)･53(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ９.１０（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

パークサイドビル 
９階 中・小会議室① 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 40 回北九州胸部疾患研究会〈共催：北九州胸部疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 
                    司会  JCHO 九州病院 呼吸器内科 医長 原田 大志 
 基調講演（19 時～） 
「免疫チェックポイント阻害薬を用いた肺がん治療の現状と展望」 

                     製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 主任医長 中垣 憲明 
 一般演題（19 時 30 分～） 
 １．「肺原発 MALT リンパ腫の２切除例」         新小倉病院 呼吸器外科 西澤 夏將 
 ２．「侵襲性肺炎球菌感染症の１例」             飯塚病院 呼吸器内科 後藤 夕輝 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 ９.１２（水） 
１９時 

 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 9 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  JCHO 九州病院 放射線科 平賀 聖久、戸畑共立病院 消化器病センター 酒見 亮介 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「当院における大腸鋸歯状病変（SSA/P）関連癌の特徴」  
                         戸畑共立病院 消化器病センター 酒見 亮介 
≪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)≫ 

 ９.１８（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

平成 30 年度第 1 回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 234 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、オリンパス㈱〉 

 「内視鏡の取り扱いについて」（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）             座長  戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
 「大腸癌検診における内視鏡診療」   大阪国際がんセンター 消化器内科 副部長 竹内 洋司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年９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 ９.１８（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 28 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  飯塚病院 循環器内科 部長 井上 修二朗 
 １．「Mitra Clip 施行後、医原性心房中隔欠損に経皮的心房中隔閉鎖術を施行した一例」  

小倉記念病院 循環器内科 藤岡 慎平 
 ２．「Fallot 四徴症術後遠隔期に右心不全を発症した一例」  

製鉄記念八幡病院 循環器内科 柳生 圭士郎 
 ３．「当院での周産期心筋症の治療症例（仮）」        飯塚病院 循環器内科 大賀 泰寛 
 特別講演（20 時 10 分～）           座長  北九州市立八幡病院 統括部長 原田 敬 
 「急性心不全に活かす血行動態ワールド」      九州大学病院 循環器内科 助教 坂本 隆史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･15(0.5 単位)･44(0.5 単位)≫ 

 ９.１９（水） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

第 24 回豊の国糖尿病と腎研究会〈共催：豊の国糖尿病と腎研究会、市医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的 DPP-4 阻害剤/選択的 SGLT2 阻害剤配合剤『スージャヌ錠』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）          座長  新小倉病院 糖尿病内科 部長 藤本 良士 
 「肥満に合併する生活習慣病の病態と治療」 
        九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学（第３内科）教授・ 
        東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 分子細胞代謝学分野 教授 小川 佳宏 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（木） 
１９時３０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 3 回創傷治癒・出血疾患セミナー〈共催：創傷治癒・出血疾患セミナー、市医師会、CSL ﾍﾞｰﾘﾝｸﾞ㈱〉 
 製品情報提供：『ケイセントラ』（19 時 20 分～） 
 一般演題 ２題予定（19 時 30 分～） 
特別演題（20 時～）       座長  産業医科大学 消化器・内分泌外科 教授 平田 敬冶 

 「危機的出血と凝固異常～その病態と治療～」  
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 消化器・肝臓病ｾﾝﾀｰ長 岡本 好司 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･15(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（木） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
 
 
 

9 月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、科研製薬㈱〉 
 製品紹介：褥瘡・皮膚潰瘍治療剤『フィブラスト スプレー250/500』 
 特別講演                 座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
「最近の創傷局所治療」             産業医科大学 形成外科 診療教授 安田 浩 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…56(0.5 単位)･57(0.5 単位)･58(0.5 単位)≫ 

 ９.２０（木） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 

第 549 回北九州地区小児科医会例会〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、ﾌｪﾘﾝｸﾞ･ﾌｧｰﾏ㈱〉 
 講演                       座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
「夜尿症～こんなときどうする？～」         産業医科大学 小児科学講座 斉宮 真理 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…67(1.0 単位)≫ 

 ９.２１（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 257 回北九州整形外科医会〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉 
 製品紹介：経皮吸収型鎮痛消炎剤『ロコアテープ』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）            座長  新小倉病院 整形外科部長 西田 茂喜 

 「腱板広範囲断裂と変形性肩関節症の治療～歴史的変遷とこれから～」 
                整形外科北新病院 上肢人工関節・内視鏡センター長 末永 直樹 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（金） 
１８時３０分 
 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 335 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～） 
 「当院で経験した足関節の画像診断」           九州労災病院 放射線科 下村 悠太朗 
≪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)≫ 

 ９.２１（金） 
１９時１５分 
 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ダイヤモンド」 

 
 

第 292 回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会〈共催：北九州耳鼻咽喉科専門医会、市医師会、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『シダキュア スギ花粉舌下錠』（19 時 15 分～） 
 一般演題 ２題予定（19 時 30 分～） 
 特別講演（20 時～）           座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
「舌下免疫療法への取り組み～小児における普及をめざして～」  

大阪府立病院機構 大阪はびきの医療センター 耳鼻咽喉科 主任部長 川島 佳代子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 ９.２１（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 3 回北九州呼吸器病研究会〈共催：北九州呼吸器病研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉 
 製品紹介（19 時～） 
一般演題（19 時 10 分～）         座長  小倉記念病院 呼吸器内科 部長 田浦 裕輔 
１．「特異な画像所見を呈した肺膿瘍から胸腔内穿破した膿気胸の１例」 
                    産業医科大学 呼吸器内科学 修練指導医 池上 博昭 
２．「メポリズマブが奏効した慢性好酸球性肺炎合併難治性気管支喘息の２例」 

産業医科大学 呼吸器内科学 助教 川端 宏樹 
 特別講演（19 時 40 分～）       座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
「肺炎診療ガイドライン 2017 とインフルエンザ治療の新展開」  

長崎大学病院 第２内科 教授 迎 寛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ９.２５（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 
 

平成 30 年度第 1 回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 
報告 
「平成 29 年度乳幼児健診等結果について」 北九州市子ども家庭局 子ども家庭部 子育て支援課 

 講演        
「こうすればいい！５歳児健診」              かねはら小児科 院長 金原 洋治 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年９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 ９.２７（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 

北九州市医師会生涯教育研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 安藤 由起子 
「介護をめぐる課題と展望」                厚生労働省 老健局長 大島 一博  

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(1.0 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 12 回北九州肺高血圧症アーベント〈共催：北九州肺高血圧症アーベント、市医師会、 
アクテリオン ファーマシューティカルズジャパン㈱〉 

 製品紹介：エンドセリン受容体拮抗薬『オプスミット錠 10 ㎎』（19 時～） 
 症例発表（19 時 10 分～）   座長  北九州市立八幡病院 循環器内科 主任部長 田中 正哉 
１．「CPFE に肺高血圧症を合併し、C-ANCA が異常高値を示した一例」 
                   国立病院機構小倉医療センター 呼吸器内科 武田 哲志 
２．「免疫抑制療法により肺高血圧症とともに爪郭部毛細血管異常の改善を認めた MCTD の１例」 

                           産業医科大学 第１内科学講座 轟 泰幸 
 特別講演（19 時 50 分～）             座長  戸畑総合病院 病院長 齋藤 和義 

「膠原病に伴う肺高血圧症診療 Up-to-date」   
日本医科大学大学院医学研究科 アレルギー膠原病内科学分野 大学院教授 桑名 正隆 

≪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)･73(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（金） 
１９時 

 
＜演題等変更＞ 

TKP 小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ﾎｰﾙ」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 12 回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、第一三共㈱、 
帝人在宅医療㈱、フィリップス・レスピロニクス合同会社、フクダライフテック九州㈱〉 

 情報提供：『レザルタス錠』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）   座長  おんが病院 循環器内科 循環器・総合内科医部長 山本 雲平 
「呼吸器内科医からみた心不全に対する ASV と CPAP の使い分け」 
                  奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 准教授 山内 基雄 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ９.２８（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 41 回北九州糖尿病の集い〈共催：北九州糖尿病の集い、市医師会、 
北九州糖尿病療養指導士認定委員会、大日本住友製薬㈱〉 

 情報提供：『費用対効果を考慮した糖尿病治療について』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）            座長  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 
「糖尿病におけるケトン体測定の意義」 
  滋賀医科大学医学部医学科 生化学・分子生物学講座 再生・修復医学部門 教授 小島 秀人 

≪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)≫ 

 ９.２８（金） 
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 508 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、MSD㈱〉 

 製品紹介：『ベルソムラ錠』（18 時 30 分～） 
 一般講演（18 時 45 分～）          座長  産業医科大学 精神科 准教授 新開 隆弘 
「ガランタミンとメマンチンの併用により認知症周辺症状が改善したアルツハイマー型認知症の症例」 
                             産業医科大学 精神科 吉野 幸司 
特別講演（19 時 15 分～）           座長  産業医科大学 精神科 教授 吉村 玲児 
「高齢者の不眠症治療～リスク管理の視点から～」 
        広島市西部認知症疾患医療センター センター長・草津病院 副院長 岩崎 庸子 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

門 司 ９.１０（月） 
１９時 

 

JR 九州病院 
 
 
 

第 72 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、JR 九州病院〉 
 演題 
１．「当院における大腸の内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）～2017 年度導入からのまとめ～」 

                        JR 九州病院 消化器内科 主任医長 妹尾 健正 
 ２．「オランダ・アッペ体験談」           JR 九州病院 外科 主任医長 田村 徹郎 
 ３．「ドック検診結果より得られたメタボと老化対策」      JR 九州病院 院長 林田 一洋 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･54(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ９.１０（月） 
１９時 

 
＜会議室変更＞ 

門司区医師会館 
１階 診察室 

↓ 
３階 研修室 

＊骨関節レントゲンカンファランス 

 ９.１１（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、㈱ツムラ〉 
 製品紹介：『ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）』 
特別講演                     司会  田代クリニック 院長 田代 道良 
「高齢者の精神症状への対応～不眠・不安・疼痛～」 
              宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 精神医学分野 教授 石田 康 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ９.１９（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、 
ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱、ファイザー㈱〉 

 製品紹介：経口 FXa 阻害剤『エリキュース錠』 
講演           座長  門司メディカルセンター 循環器内科 主任部長 川上 和伸 
「VTE 治療の最前線～VTE ガイドライン改定を踏まえて～」  

小倉記念病院 循環器内科 副部長 平森 誠一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

小 倉 ９.２７（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、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：『サムスカ錠』について（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                 座長  沖田クリニック 院長 沖田 聡 
 「心不全診療の update～ガイドライン改訂を受けて～」 
             鳥取大学医学部 統合内科医学講座 病態情報内科学 教授 山本 一博 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ９.２７（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 415 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１．「診断に苦慮した傍結腸内ヘルニアの一例」  北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 小児外科 河野 雄紀 
 演題２．「当科で行っている小児便秘症治療の考え方」 北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 小児外科 田口 匠平 

八 幡 ９.１（土） 
１８時 

 

千草ホテル 
 
 
 

八幡小児科医会‟夏の記念講演会″〈主催：八幡小児科医会〉 
 特別講演                   
 「気管支喘息とウイルス感染」  

山口大学大学院医学系研究科医学専攻 小児科学講座 教授 長谷川 俊史 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成３０年９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 ９.１９（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 

八幡臨床外科医会９月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、エーザイ㈱、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：『リリカ OD 錠』（19 時～） 

特別講演（19 時 10 分～） 座長 北九州市立八幡病院 外科・消化器外科 主任部長 木戸川 秀生 
 「見逃しやすい脊椎疾患の診断のポイント」    産業医科大学 整形外科学 助教 山根 宏敏 
≪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)≫ 

 ９.２０（木） 
１８時４５分 

千草ホテル 
本館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、小野薬品工業㈱〉 
 薬剤情報提供：ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ型認知症治療剤『ﾘﾊﾞｽﾀｯﾁﾊﾟｯﾁ 4.5・9・13.5・18 ㎎』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）           座長  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
 「認知症～最近の話題～」       産業医科大学 認知症センター センター長 魚住 武則 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ９.２７（木） 
１８時５０分 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 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、
田辺三菱製薬㈱〉 

 製品紹介（18 時 50 分～） 
 一般演題（19 時～）         司会  北九州市立八幡病院 内科 主任部長 末永 章人 
 １．「低カリウム血症の一例」              北九州市立八幡病院 内科 田中 千秋 
 ２．「カプセル内視鏡始めました」         北九州市立八幡病院 内科部長 川口 浩太郎 
 特別講演（19 時 50 分～）                 司会  三浦医院 院長 三浦 力 
 「脳卒中の治療～二次予防と慢性期治療～」    北九州市立八幡病院 脳神経外科 副島 慶輝 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

戸 畑 ９.１９（水） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 
 

 

戸畑区内科医会学術講演会〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：バソプレシン V2 受容体拮抗薬『サムスカ錠』について（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）            座長  戸畑共立病院 腎内科部長 久保 晋吾 
「ADPKD 病診連携とトルバプタンの最新知見（仮）」  

小倉記念病院 副院長・腎臓内科 部長 金井 英俊 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

産医大 ９.１４（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 37 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、大塚製薬㈱〉 

 症例発表（19 時～）           座長  産業医科大学 第２内科学 講師 津田 有輝 
 「トルバプタンを投与した多発性嚢胞腎の一例」     産業医科大学 第２内科学 石井 望務 
 教育講演（19 時 15 分～） 
 「多発性嚢胞腎の診断と管理」           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 
 「BNP：ガイドラインから最近の話題まで」 
              東京慈恵会医科大学 内科学講座 循環器内科 主任教授 吉村 道博 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･66(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ９.１８（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 478 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：呼吸器内科〉 
 テーマ：慢性閉塞性肺疾患と気管支喘息 最近の話題 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･46(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

その他 ９.２５（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 

第 583 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（２題予定） 

Ｎｏ．４ 


