◇ 平成３１年１月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区
市

別
医

日
時
１.１５（火）
１９時

場
所
小倉医師会館
５階 講堂

１.１７（木）
１９時

TKP 小倉シティセンター
５階 「K-1」

＜演題訂正＞

１.１７（木）
１９時

※会費 1,000 円
リーガロイヤルホテル小倉
４階 「ロイヤルホール」

１.１８（金）
１８時３０分

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」

１.２２（火）
１９時

※会費 1,000 円
市立商工貿易会館
２階 多目的ホール

１.２５（金）
１８時３０分

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】
リーガロイヤルホテル小倉
４階 「ロイヤルホール」

＜演題変更＞

１.２５（金）
１９時
＜追

パークサイドビル
９階 大会議室

加＞

１.２７（日）
１０時

※会費 1,000 円
総合保健福祉センター
２階 講堂

【8/26 に日医が開催した研修会を
録画した DVD 放映による研修】

講

演

内

容

北九州市医師会・社会保険診療報酬支払基金合同研修会
〈共催：市医師会、社会保険診療報酬支払基金福岡支部〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 松村 洋
１．「生活保護法指定医療機関の指導について」
北九州市保健福祉局保護課
２．支払基金の概況及び審査の現状等について
１）「社会保険診療報酬支払基金について」
社会保険診療報酬支払基金福岡支部
２）「保険診療の審査について」
社会保険診療報酬支払基金福岡支部 医療顧問 高木 誠一郎
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(1.0 単位)≫
平成 30 年度第 3 回北九州肝臓がん検診従事者講習会・北九州肝癌治療研究会
〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、エーザイ㈱〉
一般演題（19 時～）
座長
かじわらクリニック 院長 梶原 英二
１．「当院における肝細胞癌に対するレンバチニブ投与症例の検討」
JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則
２．「進行肝細胞癌に対するカテーテル治療、分子標的治療薬を用いた集学的治療症例」
久留米大学医学部 消化器内科 助教/岩本内科医院 理事長 岩本 英希
３．「肝細胞癌に対する Cyberknife を用いた動体追尾定位放射線治療」
戸畑共立病院 肝臓内科 松垣 諭
特別講演（19 時 30 分～）
座長
北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司
「肝細胞癌における化学療法の潮流～レンバチニブの意義と使い方～」
九州医療センター 肝胆膵外科 医長 和田 幸之
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫
1 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、大鵬薬品工業㈱〉
情報提供：『トレムフィア』（19 時～）
特別講演（19 時 20 分～）
座長
産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信
「乾癬の最新の話題～グセルクマブの効果とその機序～（仮）」
日本大学医学部附属板橋病院 皮膚科 教授 照井 正
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫
第 338 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㈱〉
一般講演（18 時 30 分～）
「造影剤安全性情報の Update」
バイエル薬品㈱メディカルアフェアーズ 山田 真由美
特別講演（19 時～）
「膵管内腫瘍の画像所見と鑑別診断」」
琉球大学大学院医学研究科 放射線診断治療学講座 准教授 石神 康生
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)≫
北九州市医師会医療・介護従事者研修会〈主催：市医師会〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 権頭 聖
「在宅訪問歯科診療における摂食・嚥下障害への評価と介入」フクハラ歯科医院 院長 福原 栄司
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･29(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫
第 510 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、ファイザー㈱〉
製品紹介：セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬『イフェクサーSR』（18 時 30 分～）
一般演題（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
「イフェクサーSR を適正にご使用いただくために」
ﾌｧｲｻﾞｰ株式会社 ｱｯﾌﾟｼﾞｮﾝ事業部門 ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｱﾌｪｱｰｽﾞ統括部
中枢神経疾患領域部 部長 浅見 優子
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
「うつ病の個別化医療実現：うつ病学会治療ガイドライン 2016 を踏まえて」
名古屋大学大学院医学系研究科 精神医学・親と子どもの心療学分野 教授 尾崎 紀夫
≪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)≫
第 2 回北九州眼科アレルギー研究会〈共催：北九州眼科アレルギー研究会、市医師会、参天製薬㈱〉
症例報告
「アレルギー性結膜炎の年齢別有病率の検討」
山名眼科医院 山名 泰生
講演１（19 時 05 分～）
座長
中森眼科医院 中森 玄司
「アレルギー性結膜疾患の治療：結膜好酸球炎症の治療とその限界」
日本大学医学部 視覚科学系眼科学分野 臨床教授 庄司 純
講演２（19 時 50 分～）
座長
福岡大学医学部 眼科学教室 主任教授 内尾 英一
「アレルギー性鼻炎診療に役立つ鼻の知識」
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 耳鼻咽喉科・頭頚部外科学 教授 黒野 祐一
≪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)･37(0.5 単位)≫
北九州市医師会「地域包括診療加算・地域包括診療料に係るかかりつけ医研修会」
（DVD 研修会）
〈主催：市医師会〉
司会
北九州市医師会 理事 松村 洋
１．「糖尿病」（10 時 05 分～11 時 05 分）
医療法人社団弘健会 菅原医院 院長 菅原 正弘
２．「認知症」（11 時 05 分～12 時 05 分）
医療法人 ゆう心と体のクリニック 院長 瀬戸 裕司
＜休憩・昼食＞（12 時 05 分～12 時 50 分）
３．「脂質異常症」（12 時 50 分～13 時 50 分）
江草玄士クリニック 院長 江草 玄士
４．「高血圧症」（13 時 50 分～14 時 50 分）
角谷リハビリテーション病院 院長 有田 幹雄
５．「禁煙指導」（14 時 50 分～15 時 20 分）
日本医師会 常任理事 羽鳥 裕
＜休憩＞（15 時 20 分～15 時 30 分）
６．「健康相談」（15 時 30 分～16 時）
医療法人社団つくし会 理事長 新田 國夫
７．「在宅医療」（16 時～16 時 30 分）
医療法人アスムス 理事長 太田 秀樹
８．「介護保険」（16 時 30 分～17 時）
医療法人池慶会 池端病院 理事長/院長 池端 幸彦
９．「服薬管理」（17 時～17 時 30 分）
医療法人 白髭内科医院 院長 白髭 豊
≪取得単位数…6.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･11(0.5 単位)･13(0.5 単位)･29(1.0 単位)･
73(0.5 単位)･74(1.0 単位)･75(1.0 単位)･76(1.0 単位)･80(0.5 単位)≫

◇ 平成３１年１月分市医及び各区講演会一覧表
区
市

別
医

日
時
１.２８（月）
１９時

場
所
総合保健福祉センター
２階 講堂

日医認定産業医制度
【基礎後期・生涯専門各１単位】
１.３１（木）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

【北九州市医師会介護保険
かかりつけ医指定研修会】
門

司

１.２１（月）
１９時

門司区医師会館
３階 研修室

小

倉

１.１７（木）
１９時

小倉医師会介護サービス
総合センター ２階 研修室

１.２３（水）
１５時３０分

八

若

幡

松

小倉医師会館
５階 講堂

１.２４（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

１.２９（火）
１９時

小倉医師会介護サービス
総合センター ２階 研修室

１.１６（水）
１９時

八幡医師会館
３階 情報処理室

１.２２（火）
１９時

八幡医師会館
３階 情報処理室

１.２８（月）
１９時

千草ホテル
本館２階 「光琳の間」

１.２９（火）
１９時

※会費 500 円
八幡医師会館
２階 第４教室

１.１８（金）
１９時４５分

若松区医師会館
大ホール

産医大

１.１５（火）
１８時３０分

産業医科大学
２号館 2302 教室

その他

１.１７（木）
１８時３０分

ウェルとばた
中ホール

＜追

加＞

※会費 医師 2,000 円
一般 1,000 円
非会員 1,000 円

講

演

◇
内

容

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研修（アルコール健康障害対策研修）
〈共催：市立精神保健福祉センター、市医師会〉
講演
司会
北九州市立精神保健福祉センター 担当部長 三井 敏子
「アルコール健康障害の基本的知識について～飲酒チェックツール『SNAPPY-CAT』の活用～」
佐賀県医療センター好生館 精神科 角南 隆史
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…69(1.0 単位)≫
第 2 回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 権頭 聖
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
２．「主治医意見書の介護認定における位置づけと、主治医意見書から見えてくる
医療と介護の連携の問題」
在宅サポートながさきクリニック 院長 長崎 修二
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫
＊骨関節レントゲンカンファランス
第 5 回小倉ポリファーマシー対策研修会〈主催：小倉医師会〉
テーマ「ポリファーマシーへの処方箋～診療所・病院の症例を中心に～」
木村医院 院長 木村 喜男、健和会大手町病院 副院長
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫

山口

北九州市学校保健会小倉支部研修講演会〈共催：小倉医師会、市学校保健会小倉支部〉
テーマ「次代を担う子どもの健やかな成長・発達のために～睡眠不足とメディア漬け対策～」
増田クリニック 院長 増田
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…72(0.5 単位)・82(0.5 単位)≫

征啓

彰則

第 418 回小倉小児科医会臨床懇話会
演題
１．「肺炎球菌・Hib ワクチン接種率増加による当院の侵襲性感染症への効果」
北九州総合病院 小児科 山本 昇
２．「髄液・血液培養とも陰性で 16SrRNA 系統解析で起炎菌を同定した細菌性髄膜炎の一例」
北九州総合病院 小児科 渡邉 俊介
第 26 回在宅医療福祉ネットワーク研修会〈主催：小倉医師会〉
テーマ「在宅看取りについて」
桜町病院 在宅診療部長 大井 裕子
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)・69(0.5 単位)・80(0.5 単位)・81(0.5 単位)≫
八幡臨床外科医会 1 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉
話題提供：『シンポニー注 50 ㎎』
特別講演
座長
井手消化器・呼吸器外科医院 院長 井手 誠一郎
「潰瘍性大腸炎の診断・治療と紹介のタイミング」
北九州市立医療センター 消化器内科 統括部長 秋穂 裕唯
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫
第 209 回八幡医学会〈主催：八幡医師会〉
特別講演
座長
北九州市立八幡病院

副院長

兼

消化器・肝臓病センター センター長・
八幡医師会 副会長 岡本 好司
「大腸がんに対する最近の診断・治療」
産業医科大学 第一外科学 教授 平田 敬冶
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…50(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫
第 10 回肝疾患合併症を考える研究会〈共催：肝疾患合併症を考える研究会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉
情報提供：『サムスカ錠』について（18 時 45 分～）
特別演題（19 時～）
座長
北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司
「肝硬変治療の新しい展開」
武蔵野赤十字病院 消化器科 部長 黒崎 雅之
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(0.5 単位)･24(0.5 単位)≫
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「高血圧」
症例検討（２例）
司会
益田内科クリニック 院長 益田 勝敏
話題提供
司会
引野口循環器クリニック 院長・八幡医師会 会長 穴井 堅能
「血圧変動の要因と対策」
製鉄記念八幡病院 院長 土橋 卓也
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…69(0.5 単位)･74(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫
平成 30 年度第 4 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、武田薬品工業㈱〉
製品紹介：２型糖尿病治療薬『イニシンク配合錠』について（19 時 30 分～）
学術講演（19 時 45 分～）
「不眠症の治療～気をつけたいポイント～」
飯塚病院 リエゾン精神科
≪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)≫

部長

光安

博志

第 482 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：血液内科〉
テーマ：慢性骨髄性白血病の治療
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･26(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫
第 155 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉
講演
司会
済生会八幡総合病院 主任部長
「笑いとコミュニケーション」
おしゃべりテーションの会 代表
施設紹介
「田村内科クリニックの現況」
田村内科クリニック 院長

安永 親生
日向亭 葵
田村

雅仁

◇ 平成３１年１月分市医及び各区講演会一覧表
区 別
その他

日
時
１.１９（土）
１３時

場
所
ウェルとばた
２階 多目的ホール

１.２２（火）
１９時

＜要事前申込＞
市障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ
連絡先：093-861-3045
パークサイドビル
９階

＜追

加＞

講

演

◇
内

Ｎｏ．２
容

平成 30 年度北九州市触法障害者支援研修会〈共催：北九州市、市障害者自立支援協議会〉
報告
「北九州市におけるこれまでの触法障害者支援の取り組み」
北九州市障害者自立支援協議会 触法障害者支援研究会 部会長 河原 一雅（弁護士）
講演
「更生と地域生活の支援を考える～事件取材を通して～」
ジャーナリスト、評論家 佐藤 幹夫
第 586 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
１．「当院における救急症例の報告」
北九州市立医療センター 糖尿病内科 高原
２．「糖尿病合併肝細胞癌の１例」
東和病院 糖尿病センター 松本

由樹
雅裕

