
 
 

◇ 平成３０年１２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 １２.４（火） 
１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 
４階 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 132 回北九州内分泌研究会〈共催：北九州内分泌研究会、市医師会、MSD㈱〉 
 製品情報提供：（18 時 20 分～） 
 特別講演（18 時 30 分～）      座長  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 
 「内分泌代謝分野の最近の知見（仮）」   

久留米大学医学部 内科学講座 内分泌代謝内科部門 主任教授 野村 政壽 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(1.0 単位)≫ 

 １２.６（木） 
１９時 

 

プレミアホテル門司港 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成 30 年度第 5 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、 
市医師会、キッセイ薬品工業㈱〉 

 講演                座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
 「新しい癌医療の道を照らす～光で診て、光で治す～」 
                      高知大学医学部 泌尿器科学講座 教授 井上 啓史 
≪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)･83(0.5 単位)≫ 

 １２.６（木） 
１９時１５分 
 

TKP 小倉シティセンター 
５階 「K-1」 

 
 
 

12 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、ノバルティスファーマ㈱〉 
 製品紹介：『ゾレア』（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 
 「難治性慢性蕁麻疹に挑む～オマリズマブの保険適応から見えてきたこと～」 
                       島根大学医学部 皮膚科学講座 講師 千貫 祐子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 １２.１２（水） 
１９時 

 

KMMビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 12 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  芦屋中央病院 内科 髙木 靖寛 

田川市立病院 消化器内科 山﨑 一朋 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「当院で経験した UC 関連腫瘍」            田川市立病院 消化器内科 山﨑 一朋 
≪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)≫ 

 １２.１８（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 

第 208 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、旭化成ファーマ㈱〉 
 講演                      座長  青山整形外科医院 院長 里村 知宣 
 「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死（ARONJ）の予防と対策」 
             九州歯科大学 生体機能科学講座 口腔内科学分野 准教授 吉賀 大午 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １２.１９（水） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 6 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会〈共催：北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱〉 
 製品紹介：喘息治療配合剤『フルティフォーム』、アレルギー性疾患治療剤『デザレックス』（19 時～） 
 一般演題（19 時 15 分～）           座長  北九州市立門司病院 院長 廣瀬 宣之 
 「 未 定 」                            飯塚病院 呼吸器内科  
 特別講演（19 時 30 分～）       座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「喀痰と咳嗽を診る」      東京品川病院 副院長 治験開発・研究センター長 新海 正晴 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･46(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １２.２２（土） 
１４時３０分 
 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 
 
 
 

日医認定産業医制度 
【生涯専門・３単位】 

平成 30 年度かかりつけ医・産業医こころの健康対応力向上及び自殺対策支援者研修 
〈共催：市立精神保健福祉センター、市医師会〉 

１．講演 
 「かかりつけ医及び産業医向けメンタルヘルス・ファーストエイド研修」 
  （日常臨床場面でのうつ・アルコール依存症患者への初期対応を学ぶ） 
           九州大学病院 精神科神経科 医学研究院 精神病態医学分野 加藤 隆弘 
２．演習 
 ①傾聴演習 
 ②うつ・自殺のリスク評価演習（シナリオロールプレイ） 

≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.0 単位)･69(1.0 単位)･70(1.0 単位)≫ 

小 倉 １２.１（土） 
１５時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
８階 
 
 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
小倉医師会 

連絡先：093-551-3181 

小倉医師会医療フォーラム 第 3 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                        座長  小倉医師会 会長 宇野 卓也 
 「ここまで進んだ糖尿病の管理！！」 

１）「血糖トレンドの見える化への取組み」 
２）「インスリンポンプ、CGM の最新デバイスのご紹介」 
３）「糖尿病患者に+AI で少しでも、糖尿病とうまくおつきあい頂くために」 

 講演２                   座長  北九州青年医師の会共同代表 後藤 誠一 
「IoT・AI の活用が POST 平成時代の生活習慣病医療を劇的に変える」 

  琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第２内科）教授 益崎 裕章 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･3(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １２.５（水） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
＜要事前申込＞ 

小倉医師会高齢社会事業課 
連絡先：093-932-7135 

門司・小倉・戸畑合同医療介護従事者研修会〈主催：小倉医師会〉 
 演題 
「アドバンス・ケア・プランニング～いのちの終わりについて話しあいを始める～」 
                神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授 木澤 義之 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(1.5 単位)≫ 

八 幡 １２.１５（土） 
１４時２０分 
 

八幡医師会館 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 4 回北九州高齢者薬物療法研究会講演会〈共催：北九州高齢者薬物療法研究会、八幡医師会、 
八幡薬剤師会、県病院薬剤師会、洞薬会、沢井製薬㈱〉 

 製品紹介（14 時 20 分～） 
 講演１（14 時 40 分～）           座長  産業医科大学病院 薬剤部長 植木 哲也 
 「ポリファーマシーを医師と薬剤師でやっつけよう」  

丸太町病院 救急・総合診療科部長 上田 剛士 
 講演２（15 時 50 分～）          座長  ふじもと内科クリニック 院長 藤本 裕司 
 「認知症治療薬の使いこなし」                  池袋病院 副院長 平川 亘 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･29(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３０年１２月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

カリキュラムコード（略称CC)     

１ 医師のプロフェッショナリズム ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷 

２ 医療倫理：臨床倫理 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡 

３ 医療倫理：研究倫理・生命倫理 ３１ めまい ５９ 背部痛 

４ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３２ 意識障害 ６０ 腰痛 

５ 心理社会的アプローチ ３３ 失神 ６１ 関節痛 

６ 医療制度と法律 ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害 

７ 医療の質と安全 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ 

８ 感染対策 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿 

９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉 

１１ 予防と保健 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿 

１２ 地域医療 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急 

１３ 医療・介護・福祉の連携 ４１ 嗄声 ６９ 不安 

１４ 災害医療 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ） 

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産 

１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害 

１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理 

１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症 

１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症 

２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病 

２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症 

２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症 

２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息 

２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療 

２５ リンパ節腫張 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア 

２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣 

２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む） 

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ０ その他 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 １２.１９（水） 
１９時 

 

千草ホテル 
別館１階 「鶴の間」 

 

八幡臨床外科医会 12 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会〉 
 特別講演                司会  JCHO 九州病院 外科 診療部長 許斐 裕之 
 「済生会八幡総合病院における外科治療の現況」 
        済生会八幡総合病院 診療部副部長・外科主任部長・総合診療科部長 長谷川 博文 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

産医大 １２.１２（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 64 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～） 
 「特殊な事例を考えよう」              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．「特殊な事例の抗菌薬適正使用の１例」 
 ２．「特殊な事例の抗菌薬不適正使用の１例」他 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･19(0.5 単位)･22(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １２.１８（火） 
１８時３０分 
 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 481 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：神経内科、心療内科〉 
 テーマ：重症筋無力症 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…63(1.5 単位)≫ 

その他 １２.２（日） 
１３時 

 

TKP 小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ホール」 

 
 
 

＜要事前申込＞ 
市立総合療育ｾﾝﾀｰ地域支援室 

TEL 093-922-6886 

小児等在宅医療多職種研修会〈共催：市立総合療育センター、福岡県  
後援：北九州地区小児科医会、市医師会〉 

 基調講演（13 時 10 分～） 座長  北九州地区小児科医会会長（みやけクリニック院長）三宅 巧 
 「特別支援学校における在宅医療的ケア児童の現状と未来（仮）」 
    三重大学医学部附属病院 小児トータルケアセンター センター長（小児科医）岩本 彰太郎 
 シンポジウム（15 時～）    座長  北九州市医師会理事（よしだ小児科医院院長）吉田 雄司 
 「北九州市の学校教育における医療的ケア児の今、これから」 

Ｎｏ．２ 


