
 
 

◇ 平成３０年１０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 １０.３（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

ＫＭＭビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 187 回北九州肝胆膵研究会〈共催：北九州肝胆膵研究会、市医師会、エーザイ㈱、EA ファーマ㈱〉 
 製品紹介（19 時～） 
 症例提示 
 １．「IPMN 由来腺扁平上皮癌の一例」          産業医科大学 第１外科学 工藤 遊山 
 ２．「腹腔鏡下肝内側区域切除術、前区域切除術」       JCHO 九州病院 外科 川本 雅彦 
 ショートレクチャー 
 「IPMN の分子プロファイリング：遺伝子からエピジェネティックまで」 
                            産業医科大学 第１外科学 佐藤 典宏 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)･22(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 １０.４（木） 
１８時４５分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

CKD 医療連携懇話会〈共催：CKD 医療連携懇話会、市医師会、中外製薬㈱〉 
 情報提供（18 時 45 分～） 
 演題（19 時 05 分～）                座長  小倉記念病院 副院長 金井 英俊 
 １．「北九州市 CKD 予防連携システムについて」 
                 北九州市保健福祉局 健康推進課国保健診係 係長 稲富 理恵 
 ２．「CKD 予防連携システムと糖尿病性腎症への取り組み」 

今渡循環器科内科医院 院長 今渡 龍一郎 
 特別講演（19 時 35 分～） 
 「有意義な CKD 地域医療連携を実現するためにすべきこと」 
    八田内科医院 理事長・院長 近江八幡市立総合医療センター腎臓センター 顧問 八田 告 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･73(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １０.１０（水） 
１９時 

 

JCHO 九州病院 
別館４階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 30 年度第 2 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 4 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㈱〉 

 教育講演（19 時～）          座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「がん免疫療法が変える肺がん化学療法」     産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 
 一般演題（19 時 30 分～）            座長  北九州市立門司病院 院長 廣瀬 宣之 
                       製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 部長 古森 雅志 
 １．「ステロイド投与および免疫抑制剤併用で改善を得た抗 ARS 抗体陽性間質性肺炎２症例 

についての検討」 
                         製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 井手 真亜子 
 ２．「診断・治療に難渋した胸水貯留の一例」        新小倉病院 呼吸器外科 西澤 夏將 
 ３．「中手骨骨髄結核で発症した肺結核症の一例」    JCHO 九州病院 呼吸器内科 粥川 貴文 
 ４．「当科で施行した完全鏡視下拡大胸腺析出術について」  産業医科大学 第２外科学 名部 裕介 
 ５．「多発肺・骨転移を呈した気管原発腺様嚢胞癌の１例」  産業医科大学 呼吸器内科学 東 泰幸 
≪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)≫ 

 １０.１２（金） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 30 年度第 2 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 100 回北九州肝腫瘍研究会特別記念 
講演会            〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、EA ファーマ㈱、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗悪性腫瘍剤『レンビマ』（18 時 50 分～） 
特別講演                 座長  産業医科大学 第３内科学 教授 原田 大 
「新たなステージに入った肝細胞癌治療～薬物療法が変わる～」 
                     近畿大学医学部 消化器内科 主任教授 工藤 正俊 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 １０.１３（土） 
１６時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 
 

※会費 500 円 

第 39 回北九州リハビリテーション医会〈共催：北九州ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医会、市医師会、ｸﾞﾗｸｿ・ｽﾐｽｸﾗｲﾝ㈱〉 
 特別講演         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 
 「脳血管障害リハビリテーション治療における痙縮コントロールの有用性」 
          大阪医科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室 教授 佐浦 隆一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…78(1.0 単位)≫ 

 １０.１３（土） 
１６時 

 

北九州芸術劇場 
小劇場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 23 回北九州呼吸ケア研究会〈共催：北九州呼吸ケア研究会、市医師会、帝人在宅医療㈱〉 
 １．研究発表（16 時 05 分～）         座長  北九州総合病院 呼吸器内科 渡橋 剛 
  １）「呼吸リハビリテーション（仮）」         戸畑共立病院 言語聴覚士 中川 英紀 
  ２）「 未 定 」 
 ２．教育講演（16 時 35 分～）     座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「NPPV Boot Camp！～換気モード編～」  

国立病院機構松江医療センター 呼吸器内科医長 門脇 徹 
 ３．プロコンディベート（17 時 35 分～）       座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
  講師  昭和大学 保健医療学部理学療法学科 教授 宮川 哲夫 
      市立秋田総合病院 リハビリテーション科 高橋 仁美 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･45(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（木） 
１９時３０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 

10 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、マルホ㈱〉 
 製品紹介：血行促進・皮膚保湿剤『ヒルドイドフォーム』（19 時 15 分～） 
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「乾燥肌と保湿の科学」             九州大学大学院 皮膚科学 教授 古江 増隆 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（木） 
１９時 

 

ホテルニュータガワ 
２階 「舞」 

 
 
 
 

ストップ！NO 卒中プロジェクトエリア会議 in 北九州 
〈共催：日本脳卒中協会、県内科医会北九州ブロック、市医師会、ファイザー㈱〉 

 特別講演   座長  高野内科ｸﾘﾆｯｸ 院長・日本脳卒中協会北九州支部 副支部長 高野 健太郎 
 「急性期脳梗塞に対する血栓回収療法の現状」 

小倉記念病院 脳卒中センター長 脳神経外科 主任部長 波多野 武人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年１０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 １０.１８（木） 
１９時 

 

JCHO 九州病院 
講堂 
 
 
 

第 38 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～） 
 症例検討Ⅰ（19 時～）      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．「高齢者心不全リハビリテーションの１例（仮）」 
 ２．「高齢者心不全へのリハビリテーション早期介入の効果（仮）」 
                  北九州市立八幡病院 リハビリテーション技術課 武田 良太 
 症例検討Ⅱ（19 時 45 分～）        座長  産業医科大学 循環器内科 講師 荒木 優 
 １．「重度肺高血圧症に対する理学療法の経験（仮）」  産業医科大学 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 緒方 友登 
 ２．「肺高血圧症の診療（仮）」             産業医科大学 第２内科学 村岡 秀崇 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（金） 
１８時４５分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 30 回北九州てんかん懇話会〈共催：北九州てんかん懇話会、市医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：抗てんかん薬『イーケプラ』に関する最近の話題（18 時 45 分～） 
 一般講演（19 時～）     座長  国立病院機構小倉医療センター 小児科 医長 渡辺 恭子 
 １．「てんかん発作抑制後も脳波所見が増悪し、発達が停滞した１例」 
         国立病院機構小倉医療センター 小児科 緒方 怜奈、安永 由紀恵、渡辺 恭子 
 ２．「NCSE の診断に ASL が有効であった１例（仮）」 
                  九州労災病院 脳神経外科 白水 寛理、徳永 聡、芳賀 整 
 ３．「West 症候群に対して ACTH とビガバトリンを併用した２例」 

産業医科大学 小児科 五十嵐 亮太、福田 智文、石井 雅宏、下野 昌幸 
 特別講演（20 時～）     座長  産業医科大学 ｴｺﾁﾙ調査ｻﾌﾞﾕﾆｯﾄｾﾝﾀｰ 特任教授 下野 昌幸 
 「てんかんの病態解明における広帯域脳波の意義」 
             岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 発達神経病態学 教授 小林 勝弘 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･33(0.5 単位)･35(0.5 単位)･68(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（金） 
１８時３０分 
 

八幡医師会館 
３階 自己学習室 

 
 

第 336 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～） 
 「関節リウマチの肺病変」                産業医科大学 放射線科 藤崎 瑛隆 
≪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)≫ 

 １０.２２（月） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 

平成 30 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【前編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
Ⅰ.「かかりつけ医の役割 編」                    こが医院 古賀 雅之 
Ⅱ.「診断と治療 編」                        新門司病院 櫻井 修 

≪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)･12(0.5 単位)≫ 
 ※前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書（北九州市内の 

医師のみ）を後日交付 

 １０.２５（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 30 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、MSD㈱、参天製薬㈱〉 
                           座長  広石眼科医院 院長 廣石 悟朗 
 一般演題（19 時～） 
「18 年間連続観察した糖尿病 281 例の臨床的変化」      杉本クリニック 院長 杉本 英克 
特別講演（19 時 30 分～） 
「糖尿病網膜症の日常診療で役立つ OCT angiography」 九州大学病院 眼科 講師 中尾 新太郎 

≪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)≫ 

 １０.２５（木） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 5 回北九州肝胆膵外科フォーラム〈共催：北九州肝胆膵外科フォーラム、市医師会、 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 

 製品説明（19 時～） 
 一般演題（19 時 15 分～）            座長  JR 九州病院 外科 部長 髙畑 俊一 
                            戸畑共立病院 外科 部長 和田 義人 
 １．「当院における腹腔鏡下系統的肝切除の導入」        小倉記念病院 外科 川本 裕介 
 ２．「膵頭十二指腸切除術における上腸間膜動脈周囲への left posterior approach」 
                          北九州市立医療センター 外科 渡邉 雄介 
 ３．「外科との協力で内視鏡的治療が可能となった術後再建腸管を有する胆嚢結石・総胆管結石の一例」 
                            戸畑共立病院 消化器内科 寺部 寛哉 
≪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)･0(0.5 単位)≫ 

 １０.２６（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

 

ホテルニュータガワ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 23 回北九州臨床精神薬理研究会〈共催：北九州臨床精神薬理研究会、市医師会、Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱〉 
 製品紹介：『シクレスト舌下錠』（19 時～） 
                    座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 一般講演（19 時 15 分～） 
 「統合失調症に対してアセナピンマレイン塩酸舌下錠を使用した２例の治療経験」  

産業医科大学 精神医学教室 助教 関 一誠 
特別講演（19 時 35 分～） 
「統合失調症の薬物治療戦略～アセナピン舌下錠の可能性～」   三枚橋病院 病院長 村上 忠 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･68(0.5 単位)≫ 

 １０.２９（月） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 

平成 30 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【後編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
Ⅲ.「連携と制度 編」                     岩本クリニック 岩本 拓也 

≪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)≫ 
 ※前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書（北九州市内の 

医師のみ）を後日交付 

 １０.３０（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

平成 30 年度胃がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 宗 宏伸 
 「北九州市における胃がん内視鏡検診の現況」 
    北九州市医師会 胃がん検診精度管理委員長・戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

門 司 １０.１７（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、大塚製薬㈱〉 
 製品紹介：バソプレシン V2 受容体拮抗剤『サムスカ錠』について（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）                座長  一安医院 院長 一安 弘文 
 「多職種チームで挑む心不全治療とトルバプタンの役割」  小倉記念病院 循環器内科 森永 崇 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年１０月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

小 倉 １０.１（月） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 

第 43 回医療安全対策講演会〈主催：小倉医師会〉 
 演題                   座長  北九州市立医療センター 副院長 永島 明 
 「災害救急医療における AI 導入と課題」            北九州中央病院 院長 橋爪 誠 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 １０.２５（木） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒」 

     

小倉内科医会実地医家シリーズ学術講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、大日本住友製薬㈱〉 
 情報提供：ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病治療薬・ﾚﾋﾞｰ小体型認知症に伴うﾊﾟｰｷﾝｿﾆｽﾞﾑ治療薬（ﾚﾎﾞﾄﾞﾊﾟ賦活剤） 
      『トレリーフ OD 錠 25 ㎎,錠 25 ㎎』 
 講演                        座長  沖田クリニック 院長 沖田 聡 
 １．「北九州市難病相談支援センターについて」 

北九州市保健福祉局 北九州市難病相談支援センター 難病支援担当係長 河津 博美 
                                  認定審査係長 藤田 浩介 
 ２．「パーキンソン病について」  

門司メディカルセンター 神経内科・認知症センター 主任部長 由比 友顕 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･19(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 １０.２５（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 416 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題「 未 定 」                  国立病院機構小倉医療センター 小児科 

八 幡 １０.１７（水） 
１９時 

 

千草ホテル 
２階 「光琳の間」 

 

八幡臨床外科医会・八幡整形外科医会合同例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡整形外科医会、 
八幡医師会、小野薬品工業㈱〉 

 製品紹介：選択的 DPP-4 阻害薬『グラクティブ錠 12.5,25,50,100 ㎎』について（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）         座長  福留外科胃腸科肛門科医院 院長 福留 健一 
「糖尿病患者の周術期管理」     産業医科大学若松病院 ﾘｳﾏﾁ・糖尿病内科 助教 鳥本 桂一 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １０.１８（木） 
１８時４５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、第一三共㈱〉 
 情報提供：『リクシアナ錠・OD 錠』について（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）                座長  谷内科クリニック 院長 谷 良樹 
 「糖尿病の観点からみた心房細動と抗凝固療法」 
                   熊本県立大学環境共生学部 臨床病態代謝学 教授・ 
                   熊本大学医学部医学科 代謝内科学 臨床教授 下田 誠也 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １０.３０（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

千草ホテル 
 
 

第４回包括的治療・ケア・連携研究会〈共催：包括的治療・ケア・連携研究会、八幡医師会、第一三共㈱〉 
 各論                  司会  たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
 １．「糖尿病と認知症」                 廣畑内科クリニック 院長 廣畑 佳秀 
 ２．「循環器疾患と認知症」             おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
 ３．「骨粗鬆症と認知症」              健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 
 特別講演                 司会  健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 
 １．「診療所における認知症の気づき～先生方にやっていただきたい事～」 
                         たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
 ２．「認知症センターでの医療連携推進の取り組み」 
                    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…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 １０.３１（水） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 講堂 

 

第 21 回北九州西部地区医療安全研修会〈共催：八幡医師会、北九州西部地区医療安全連絡会議〉 
 講演（19 時～） 司会・座長  北九州市立八幡病院 副院長・八幡医師会医療安全副担当理事 
                                         岡本 好司 
 テーマ「最近の災害と DMAT の実情」 
       北九州市立八幡病院 災害外傷外科/災害医療研修センター 副センター長 田口 健蔵 
≪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)≫ 

産医大 １０.１６（火） 
１８時３０分 
 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 479 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：糖尿病性腎臓病 
≪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)≫ 

 １０.１７（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 63 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～） 
 「非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～） 
 １．「非βラクタム系薬適正使用の１例」 
 ２．「非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)…10(0.5 単位)･16(0.5 単位)･65(0.5 単位)･66(0.5 単位)≫ 

その他 １０.２３（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 
 

 

第 584 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：『ライゾデグ配合注フレックスタッチ』 
 症例発表                 司会  九州労災病院 内分泌代謝内科 田中 誠一 
 １．「当院におけるインスリン持続静注プロトコールの有用性の検討」 
                             北九州市立八幡病院 内科 中村 寛 
 ２．「週末２泊３日短期教育入院による血糖コントロール改善効果に関する検討」 
                          門司メディカルセンター 内科 新生 忠司 

 １０.２６（木） 
１８時３０分 

↓ 
１０.１８（木） 
１８時３０分 
＜訂 正＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 

医師 2,000 円 
  一般 1,000 円 
非会員 1,000 円 

第 154 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                        司会  高橋内科クリニック 院長 下池 英明 
 講演 
 「認知症とフレイル～久山町研究の成績を中心に～」    
              九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生学分野 教授 二宮 利治 
 施設紹介 
 「前田内科病院の現況」                   前田内科病院 院長 前田 大登 

Ｎｏ．３ 


