
 
 

◇ 平成３０年１１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 １１.２（金） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
４階 「豊饒の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 21 回北九州婦人科腫瘍懇談会学術講演会〈共催：北九州婦人科腫瘍懇談会、市医師会、日本化薬㈱、
中外製薬㈱〉 

 情報提供：『アバスチン』（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～） 
 「北九州婦人科腫瘍懇談会～婦人科腫瘍の現状報告～」  

産業医科大学 産婦人科学講座 准教授 鏡 誠治 
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 産婦人科学講座 教授 吉野 潔 
 「High Risk 子宮頸癌に対する治療戦略」 
      東京大学大学院 医学系研究科 産婦人科学講座 生殖腫瘍学分野 准教授 織田 克利 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･12(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 １１.５（月） 
１９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 30 回北九州がんセミナー〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：『ヒドロモルフォン』の有用性について 
演題（19 時～）             司会  産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 

 「病理病期Ⅰ期の肺腺癌において、PD-L1 の発現は HLA class Ⅰの発現に関連して予後に影響する」 
                            産業医科大学 第２外科学 平井 文子 
 特別講演（19 時 30 分～）     座長  小倉医療センター がん総合診療科 部長 堤 宣翁 
 「行動経済学を用いた疾病啓発から『Bone Health』啓発へ」 
               佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター 特任教授 江口 有一郎 
≪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)･59(0.5 単位)≫ 

 １１.８（木） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成 30 年度第 4 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、 
市医師会、第一三共㈱〉 

 講演                      座長  新小倉病院 泌尿器科部長 濵砂 良一 
 「男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドラインを紐解く」 
                       滋賀医科大学 泌尿器科学講座 教授 河内 明宏 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･66(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 １１.９（金） 
１８時３０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

平成 30 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 54 回北九州乳腺カンファレンス 
〈共催：北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、県集団検診協議会乳癌検診部会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 
一般演題（18 時 30 分～）            司会  島田乳腺クリニック 院長 島田 和生 
１．「治療強度を高めた乳癌周術期化学療法の検討」 製鉄記念八幡病院 乳腺センター 高浪 英樹 
２．「当院での遺伝性腫瘍チームの取り組み」  国立病院機構小倉医療センター 外科 轟木 秀一 
特別講演（19 時 10 分～）         座長  関門医療センター 外科 医長 長島 由紀子 
「周術期の画像診断」     昭和大学医学部外科学講座 乳腺外科学部門 准教授 明石 定子 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･9(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 １１.９（金） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 
 

第 31 回北九州 STI 研究会〈共催：北九州 STI 研究会、市医師会、第一三共㈱〉 
 特別講演（19 時～） 
 １．「北九州 STI 研究会を振り返って」          産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
 ２．「尿道炎 up-to-date～淋菌・ｸﾗﾐｼﾞｱ・ﾏｲｺﾌﾟﾗｽﾞﾏ～」 新小倉病院 泌尿器科 部長 濵砂 良一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･7(0.5 単位)･8(0.5 単位)≫ 

 １１.９（金） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 26 回北九州スポーツリハビリテーション研究会〈共催：北九州ｽﾎﾟｰﾂﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会、市医師会、 
科研製薬㈱〉 

製品紹介：関節機能改善剤『アルツディスポ関節注 25 ㎎』（18 時 45 分～） 
特別講演（19 時～）  司会  九州栄養福祉大学 リハビリテーション学部 准教授 廣滋 恵一 

 １「障がい者ｽﾎﾟｰﾂにおける運動の意義と重要性～理学療法士としてﾌｨｰﾙﾄﾞで培った経験を活かして～」 
                    西九州大学 リハビリテーション学部 教授 大川 裕行 
 ２「障がい者スポーツの国際大会におけるメディカルチェックの現状と問題点」 
        京都府立医科大学大学院医学研究科 リハビリテーション医学教室 講師 河﨑 敬 
≪取得単位数…2.0、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)･62(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（土） 
１７時 

 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 

発達障害支援 Web 講演会〈共催：市医師会、市保健福祉局、北九州地区小児科医会〉 
 演題 
 「MSPA の概説（仮）」  

京都大学大学院 人間・環境学研究科 認知行動科学講座 准教授 船曳 康子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 １１.１０（土） 
１８時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 
 

※会費 2,000 円 

北九州ブロック眼科医会（秋）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
 演題（18 時～） 
 「糖尿病網膜症の治療アップデート」   久留米大学医学部 眼科学講座 主任教授 吉田 茂生 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 １１.１３（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 1,000 円 

第 47 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：『プラリア皮下注 60 ㎎シリンジ』について（18 時 45 分～） 
                   座長  JCHO 九州病院 整形外科 診療部長 土屋 邦喜 
一般講演（19 時～）          

 「有効性と安全性から考察するデノスマブ治療戦略（仮）」  前川整形外科医院 院長 前川 和道 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「股関節手術に対する取り組み～症例から学んだ事～」  

JCHO 九州病院 リハビリテーション科 医長 中村 哲郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･61(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.１４（水） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 49 回一糖会〈共催：一糖会、市医師会、下関市医師会、日本糖尿病協会福岡県支部、 
北九州糖尿病療養指導士認定委員会、武田薬品工業㈱〉 

 講演（19 時～）       座長  西田啓子内科・糖尿病内科クリニック 理事長 西田 啓子 
 「DPP4 阻害薬とﾒﾄﾎﾙﾐﾝ併用の有用性について」   産業医科大学 第１内科学講座 肥川 健司 
 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 
 「糖尿病治療の新時代」 
           東京大学大学院医学系研究科 糖尿病・生活習慣病予防講座 特任教授 
                           帝京大学医学部 常勤客員教授 門脇 孝 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)･76(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年１１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 １１.１４（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 11 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  福岡大学筑紫病院 消化器内科 大津 健聖、 

国立病院機構小倉医療センター 消化器内科 山縣 元 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「ときどき遭遇する消化管の潰瘍性疾患」 国立病院機構小倉医療センター 消化器内科 山縣 元 
≪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)≫ 

 １１.１４（水） 
１９時３０分 
 

小倉医師会館 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 49 回北九州子どものこころ懇話会・第 551 回北九州地区小児科医会例会 
〈共催：北九州子どものこころ懇話会、北九州地区小児科医会、市医師会〉 

 演題                座長  北九州子どものこころ懇話会 世話人 原田 博子 
 「こどものココロに寄り添う～“悩み”と“病”の見分け方～」 
                     北九州市立総合療育センター 児童精神科 山口 若菜 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･5(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 １１.１６（金） 
１８時３０分 
 

小倉医師会館 
４階 第 2会議室 

 
 
 

第 337 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～） 
 「脊椎 MRI における椎体の信号について」       JCHO 九州病院 放射線科 日野 将吾 
≪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)≫ 

 １１.１９（月） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 

第 1 回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、市保健所〉 
１．報告 

  ①「市保健所の医療安全相談コーナーについて」          北九州市保健所医務薬務課 
  ②「血液製剤の管理体制について」               福岡県保健医療介護部薬務課 
 ２．講演                     座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
  「医師会に寄せられた苦情や医事紛争事案から学ぶ」  

北九州市医師会 医事調停担当理事 長森 健 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･6(1.0 単位)≫ 

 １１.１９（月） 
１８時３０分 
 

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 461 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㈱〉 
製品説明（18 時 30 分～） 
司会  北九州市立医療センター 副院長 三木 幸一郎、山陰労災病院 名誉院長 川﨑 寛中 

 症例報告 
 １．「肝障害を伴う不明熱の１例」              JCHO 九州病院 内科 上平 幸史 
 ２．「原因不明の急性肝不全の１症例」         新小倉病院 消化器内科 部長 谷本 博徳 
 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 
 「ウイルス性肝炎治療について」         産業医科大学 第３内科学 助教 本間 雄一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･24(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 １１.２０（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 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 235 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、オリンパス㈱〉 

 説明：「内視鏡の取り扱いについて」（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）   座長  製鉄記念八幡病院 消化器内科部長 内視鏡センター長 中村 滋郎 
 「胃炎の病理について」    九州大学大学院医学研究院 形態機能病理学 講師 藤原 美奈子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･53(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（水） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 9 回北九州認知症予防研究会〈共催：北九州認知症予防研究会、市医師会、エーザイ㈱〉 
 情報提供：抗てんかん薬『フィコンパ』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）                座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
 「認知症診療の今日的課題と地域・多職種で進める認知症予防」 
              岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 教授 阿部 康二 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.２２（木） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 
 

かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修〈主催：市医師会〉 
講演                      司会・座長  北九州市医師会 理事 長森 健 
１．「北九州市の現状と認知症施策について」       北九州市認知症支援・介護予防センター 
２．「改正道路交通法施策後の現状について」 

 福岡県警察本部交通部運転免許管理課 課長補佐 田中 募 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 １１.２５（日） 
９時３０分 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 27 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  畠中内科クリニック 加藤 智子 
１）「大血管合併症について（仮）」       つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
２）「神経障害について（仮）」            門司掖済会病院 内科 部長 篠原 規恭 
３）「糖尿病と感染症について（仮）」            九州労災病院 副院長 田中 誠一 

２．ランチョンセミナー（12 時～） 
 １）「糖尿病関連診療報酬および今後の展開（仮）」 
       田辺三菱製薬株式会社 営業本部 ｴﾘｱﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ推進部 医療情報ｸﾞﾙｰﾌﾟ 菅原 秀良 
 ２）「糖尿病重症化予防に向けた取り組み（仮）」 

北九州市保健福祉局 健康医療部 健康推進課 国保健診係長（保健師） 稲富 理恵 
≪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)≫ 

 １１.２７（火） 
１８時４５分 
 

ステーションホテル小倉 
４階 「吉祥の間」 

 
 
 
 
 

第 207 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、日本臓器製薬㈱〉 
 講演                      座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
 「上位頚椎損傷の診断と治療」                 猪原整形外科医院 平塚 徳彦 
 講習 
 「新専門医制度の現状」                   九州労災病院 院長 岩本 幸英 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３０年１１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 １１.２７（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

第 1 回北九州膵疾患懇話会〈共催：北九州膵疾患懇話会、市医師会、マイラン EPD 合同会社〉 
 製品紹介：『リパクレオン』 
講演                座長  産業医科大学 第１外科学教室 講師 佐藤 典宏 
１．「当院における膵癌の化学療法の現状（仮）」 北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 消化器内科 植田 圭二郎 
２．「膵癌治療の最先端の話題（仮）」 

東京医科大学病院 消化器外科・小児外科 准教授 永川 裕一 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･22(0.5 単位)･51(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

 １１.２８（水） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイア」 

 
 
 

福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会〈共催：県内科医会北九州ブロック、市医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：経口 Fxa 阻害剤『リクシアナ錠』について（19 時～） 
 講演（19 時 15 分～）            座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「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)…76(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.２８（水） 
１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 
 
 

第 509 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ブロック会、
日本イーライリリー㈱〉 

 製品紹介：『サインバルタ』（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 
 「うつ病の神経認知・社会認知機能について」    産業医科大学 精神医学教室 講師 堀 輝 
 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 
 「寛解を目指したうつ病治療 勤労者のための適切な薬物治療と問診の工夫」 
                    藤田医科大学医学部 精神神経科学講座 教授 内藤 宏 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･5(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（木） 
１８時３０分 
 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 16 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：環境除菌洗浄剤『ルビスタ』（18 時 30 分～） 
 講演（18 時 40 分～）                 座長  新行橋病院 CNIC 樋渡 美紀 

八幡慈恵病院 臨床検査技師 多田 利治 
 １．「インフルエンザキットのいろは」        萩原中央病院 臨床検査技師 古野 千津香 
 ２．「インフルエンザ学校欠席者サーベイランス」 
              北九州市教育委員会 学校支援部 学校保健課 保健係長 植松 勝紀 
 ３．「病院サーベイランス～京築地域の取組み～」        新行橋病院 CNIC 樋渡 美紀 
 ４．「塾長のちょっとためになる話～その３～」     北九州市立八幡病院 副院長 伊藤 重彦 
≪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)≫ 

 １１.３０（金） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 

※会費 1,000 円 

第 42 回北九州肩関節研究会〈共催：北九州肩関節研究会、市医師会、帝人ファーマ㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
 教育講演（19 時 10 分～）       座長  しらにた整形外科クリニック 院長 白仁田 厚 
 「肩甲帯周辺骨折の診断と治療～鎖骨骨折を含む～」      宇陀市立病院 院長 仲川 喜之 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(1.0 単位)≫ 

 １１.３０（金） 
１９時 

 

ホテルニュータガワ 
３階 「月華」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 22 回北九州脳神経外科フォーラム〈共催：北九州脳神経外科フォーラム、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
 一般演題（19 時～）          座長  JCHO 九州病院 脳神経外科 医長 今本 尚之 
 １．「急速な増大により虚血症状を呈した大型中大脳動脈瘤」 産業医科大学 脳神経外科 宮地 裕士 
 ２．「眼窩穿外傷後に脳膿瘍を来たした一例」     健和会大手町病院 脳神経外科 岡崎 光希 
 ３．「バイパス手術と血管内手術を併用した大型椎骨動脈瘤の治療」  

小倉記念病院 脳神経外科 鈴木 啓太 
 特別講演（19 時 45 分～）       座長  JCHO 九州病院 脳神経外科 医長 今本 尚之 
 「硬膜動静脈瘻の外科治療 Update2018」      藤田医科大学 脳卒中科 教授 中原 一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

門 司 １１.５（月） 
１９時 

 

新小文字病院 
 
 
 

第 73 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、新小文字病院〉 
 演題 
 １．「現在までの脳神経外科治療経験とこれから」 新小文字病院 脳神経外科統括部長 駒谷 英基 
 ２．「当院における脊髄硬膜外血腫の検討（仮）」 新小文字病院 脊髄脊椎外科医長 久壽米木 亮 
 ３．「Ai が施行された災害死亡例」          新小文字病院 放射線科係長 萩田 智明 
 ４．「当院での腹腔鏡下肝部分切除の位置付け（仮）」    新小文字病院 外科部長 石田 慎悟 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･7(0.5 単位)･14(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １１.１９（月） 
１９時 

＜追 加＞ 

門司区医師会館 
１階 診察室 ＊骨関節レントゲンカンファランス 

 １１.２８（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

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：『イニシンク錠』 
 講演（19 時～）               座長  田中あきら内科クリニック 院長 田中 晃 
 １．「PSA 検診の現状と治療について」         新小文字病院 泌尿器科 部長 山内 雅文 
 ２．「DPP-4 阻害薬を用いた糖尿病治療の現状と今後～CGM による血糖変動解析を含めて～」 
              大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学 助教 後藤 孔郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（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  辻医院 辻 雄一郎 
≪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 １１.１５（木） 
１９時 

 

ホテルアルモニーサンク 
２階 「ピエールブラン」 

 
 

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、興和創薬㈱〉 
 製品紹介：高脂血症治療剤『パルモディア錠 0.1 ㎎』（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）           座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「SPPARMαによる高トリグリセライド血症治療」  

北九州市立八幡病院 内科・循環器内科 副院長 太﨑 博美 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成３０年１１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 １１.２２（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 417 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
１．「抗菌薬投与および絶食が原因と考えられたビタミン K 欠乏症の一例」 
                       北九州市立総合療育センター 小児科 藤田 弘之 

 ２．「当院におけるインフルエンザ院内感染対策の取り組み」 
                        北九州市立総合療育センター 小児科 友納 優子 

八 幡 １１.７（水） 
１９時 

 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
１階 「さくらの間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

八幡精神科医会〈共催：八幡精神科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん薬『フィコンパ』 

座長  香西洋クリニック 院長 香西 洋 
一般演題（19 時～）                 
「うつ状態の陰に隠れていた CPS 症例について」       香西洋クリニック 院長 香西 洋 
特別講演（19 時 30 分～） 
「てんかん診療について～てんかん診療ガイドライン改訂をふまえて～」 
                        産業医科大学 神経内科学 助教 豊田 知子 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １１.１５（木） 
１８時５０分 
 

千草ホテル 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
 情報提供：『ボノテオ錠 50 ㎎』について（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                      座長  野田医院 西田 英一 
 「実臨床における骨粗鬆症薬物治療～内科医編～」   健愛記念病院 整形外科・副院長 池田 聡 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…62(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.１６（金） 
１８時４５分 
 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 43 回北九リハビリテーションセミナー〈共催：北九リハビリテーションセミナー、八幡医師会、 
                                         第一三共㈱〉 
 情報提供：『プラリア』に関する最新の知見（18 時 45 分～） 

座長  新王子病院 リハビリセンター長 牧野 健一郎 
 一般講演（19 時～）           
 「血液透析患者の骨粗鬆症治療」          産業医科大学 循環器腎臓内科 宮﨑 三枝子 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「生活期におけるリハビリテーション医療の役割」 
                   医療法人社団輝生会理事長、昭和大学名誉教授 水間 正澄 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･62(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（水） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 「情報処理室」 

 

八幡臨床外科医会 11 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、祐徳薬品工業㈱〉 
 情報提供：『モーラスパップ XR』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）             座長  高嶋クリニック 院長 髙嶋 雅樹 
 「ご存知ですか？貼付剤～今さら聞けないシップ剤のはなし あれこれ～」 

祐徳薬品工業株式会社 学術研修部部長 久保田 賢和 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…83(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（水） 
１８時５０分 
 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
１階 「サファイア」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 16 回八幡循環器疾患地域連携協議会〈共催：八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡内科医会、 
八幡医師会、ファイザー㈱、ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱〉 

 情報提供：『エリキュース錠』（18 時 50 分～） 
 一般講演（19 時～）         座長  JCHO 九州病院 循環器科 診療部長 毛利 正博 
 「冠動脈ステント留置後の抗血小板療法による出血性合併症の現状～CKD 患者での検討～」 
                        産業医科大学若松病院 循環器内科 清水 昭良 
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 第２内科学 准教授 園田 信成 
 「奇異性脳塞栓症に対する経カテーテル的卵円孔閉鎖術～最新のエビデンスと今後の展望～」 

慶應義塾大学医学部 循環器内科 専任講師 金澤 英明 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･74(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

戸 畑 １１.１５（木） 
１９時 

 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

 

戸畑区医師会学術講演会〈主催：戸畑区医師会〉 
 講演       司会・座長  戸畑区医師会地域医療・かかりつけ医委員会 委員長 二見 哲夫 
 １．「HIV 感染症の最新情報」            産業医科大学病院 感染制御部 鈴木 克典 
 ２．「HIV 感染症患者の看護」    産業医科大学病院 看護部 HIV ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰﾅｰｽ 田中 美佐子 
 ３．「HIV 感染症治療薬と患者指導について」   

産業医科大学病院 薬剤部 HIV 感染症薬物療法認定薬剤師 稲村 由香 
 ４．「HIV 感染者患者の地域連携について」 
             産業医科大学病院 地域連携・退院支援室 ﾒﾃﾞｨｶﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 野田 雅美 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･18(0.5 単位)≫ 

若 松 １１.１６（金） 
１９時 

 

若松区医師会館 
視聴覚室 

 
 
 
 

平成 30 年度第 3 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：『リリカ』について最近の話題（18 時 45 分～） 
 学術講演 
 「高齢者脊椎疾患の診断・治療のすすめ方」  産業医科大学 整形外科学 准教授 中村 英一郎 
≪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)≫ 

産医大 １１.２０（火） 
１８時３０分 
 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 480 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：Clostridium difficile 感染症の診断と治療 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…38(0.5 単位)･39(1.0 単位)≫ 

その他 １１.２０（火） 
１９時 

 
＜座長決定＞ 

ホテルクラウンパレス小倉 
 

第 45 回福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部臨床研究会 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 

 特別講演                        座長  日明病院 院長 北原 潤一 
 「安全な麻酔のためのモニタリング」            福岡大学病院 手術部 重松 研二 

 １１.２７（火） 
１９時 

パークサイドビル 
９階 
 

第 585 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 


