
 
 

◇ 平成３１年２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 ２.１（金） 
１９時１５分 
 

ホテルクラウンパレス小倉 
２階 「紅梅」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 2 回北九州気道疾患研究会〈共催：北九州気道疾患研究会、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』、ｱﾚﾙｷﾞｰ性疾患治療剤『ﾃﾞｻﾞﾚｯｸｽ』（19 時 15 分～） 

座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
一般演題（19 時 35 分～） 

 「アセチルコリン刺激によるヒト鼻粘膜線毛運動の制御メカニズム」 
                    産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 ド・バ・ホン 
 特別講演（19 時 50 分～） 
 「アレルギー性鼻炎と COPD～ACO の手引き 2018 を読み解く～」 
                     奈良県立医科大学 呼吸器内科学講座 教授 室 繁郎 
≪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)≫ 

 ２.１（金） 
１９時 

 

北九州市立八幡病院 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 19 回北九州 ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～〈共催：北九州 ER～Critical Care Conference～、 
市医師会、大塚製薬㈱〉 

 一般演題（19 時～）   座長  北九州市立八幡病院 救命救急ｾﾝﾀｰ 救急科主任部長 井上 征雄 
 「稀な原因で発症した急性腹症の一例」  

北九州市立八幡病院 外科/消化器・肝臓病センター 山内 潤身 
特別講演（19 時 20 分～）           座長  北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司 
「てんかんの救急集中治療」    ㈱日立製作所日立総合病院 救命救急ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 中村 謙介 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

 ２.６（水） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 25 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 SGLT2 阻害薬『スーグラ錠』について 
                       座長  新北九州腎臓クリニック 院長 海津 嘉蔵 
一般演題（19 時 15 分～） 
１．「片側副腎摘出術によって糖代謝異常が改善した高齢 PMAH の 2 例」 

                   北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 足立 雅広 
 ２．「透析患者の下肢末梢動脈疾患における ABI と TBI について」 

小倉第一病院 副院長 野坂 秀行 
 特別講演（19 時 45 分～）  
 「失敗事例に学ぶ 糖尿病治療のピットフォール」 
                    九州大学病院 腎・高血圧・脳血管内科 講師 中村 宇大 
≪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)≫ 

 ２.７（木） 
１９時 

 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 

身体障害者手帳（肢体不自由）に係る診断書作成に関する研修会〈共催：北九州市、市医師会〉 
 「身体障害者手帳申請のための『身体障害者診断書・意見書（肢体不自由障害用）』 

の記入要領等について」 
                  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 ２.９（土） 
１４時 

 

男女共同参画ｾﾝﾀｰ・ﾑｰﾌﾞ 
５階 「大ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ」 

 
 

第 29 回市民健康セミナー〈共催：北九州市、市医師会〉 
 講演                       座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
 「予防接種に関する最近の話題～はしか・風しんを中心に～」 
           福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 基礎・専門基礎分野 教授 岡田 賢司 

 ２.１３（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 2 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  九州労災病院 消化器内科 板場 壮一、JR 九州病院 消化器内科 光岡 浩志 
症例検討（３題予定） 

 教育講演 
 「JR 九州病院消化器内科における“カイゼン”」      JR 九州病院 消化器内科 光岡 浩志 
≪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)≫ 

 ２.１４（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ 
（旧ホテルニュータガワ） 

 
 
 
 

第 511 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、ヤンセンファーマ㈱〉 

 一般講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
 「難解な高齢者うつ～クリニックでできることできないこと～（仮）」 
                        戸畑こころともの忘れクリニック 院長 長 昭洋 
 特別講演                座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「分子イメージングからみた統合失調症の病態と治療」 

日本医科大学 精神医学教室 教授 大久保 善朗 
≪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)≫ 

 ２.１４（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

TKP 小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ホール」 

 
 
 
 

第 15 回北九州下関睡眠呼吸障害研究会〈共催：北九州下関睡眠呼吸障害研究会、市医師会、チェスト㈱、 
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㈱〉 

 一般演題（19 時 05 分～）       
 「CPAP 管理状況の実態調査～PSG 研究会調査報告～」        霧ヶ丘つだ病院 森槌 康貴 
 特別講演（19 時 15 分～） 座長  産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 准教授 北村 拓朗 
 「めまいと睡眠障害」           名古屋市立大学病院 睡眠医療センター長 中山 明峰 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…31(1.0 単位)≫ 

 ２.１５（金） 
１９時 

 

総合保健福祉センター 
２階 講堂 

 
 
 

平成 30 年度ペリネイタルビジット研修会〈主催：市医師会〉 
 講演  司会 北九州市医師会 理事 吉田 雄司、座長 北九州産婦人科医会 会長 濵口 欣也 
 「大分県における“妊娠期からのつながる仕組み” 

～ペリネイタルビジット事業に始まった医療機関と行政との連携～」  
                           大分県産婦人科医会 副会長 岩永 成晃 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･9(0.5 単位)≫ 

 ２.１５（金） 
１９時 

 
 
 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「エメラルド」 

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 57 回北九州小児血液・腫瘍懇話会〈共催：北九州小児血液・腫瘍懇話会、市医師会、協和発酵ｷﾘﾝ㈱〉 
 一般講演                座長  産業医科大学 小児科学教室 講師 本田 裕子 
 １．「当院で経験した新生児同種免疫性血小板減少症」 北九州市立医療センター 小児科 武森 渉 
 ２．「難治な経過を辿った ITP の一例」         産業医科大学 小児科学教室 押田 康一 
 ３．「小児の縦隔腫瘍と気道症状」              田川市立病院 小児科 尾上 泰弘 
 特別講演                         座長  北九州八幡東病院 白幡 聰 
 「血小板異常とその臨床」               奈良県立医科大学 名誉教授 高橋 幸博 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３１年２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 ２.１５（金） 
１８時４５分 
 
 
 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 18 回 COPD・禁煙研究会〈共催：COPD・禁煙研究会、県医師会、市医師会、ファイザー㈱、 
 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱〉 

 特別講演１（18 時 45 分～）  座長  産業医科大学若松病院 呼吸器内科 診療教授 吉井 千春 
 「効果的な禁煙支援のポイント～医師と看護師の連携から～」 
                    愛知医科大学 看護学部 成人看護学 講師 谷口 千枝 
 特別講演２（19 時 45 分～）           座長  北九州市立門司病院 院長 廣瀬 宣之 
 「COPD の最近の話題」 
   久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門 診療部長 兼 久留米大学病院 
                             呼吸器病センター 教授 川山 智隆 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･9(0.5 単位)･45(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ２.１５（金） 
１８時３０分 
 
 
 

小倉医師会館 
４階 第２会議室 

 
 
 

第 339 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～） 
 「当院で経験した小児の画像診断」          小倉医療センター 放射線科 渡部 浩史 
≪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)≫ 

 ２.１８（月） 
１９時 

 
 
 
 

パークサイドビル 
９階 中・小会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 41 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  北九州市立門司病院 院長 廣瀬 宣之 

基調講演（19 時～）  
 「非扁平非小細胞肺がん薬物治療における Bevacizumab の役割」 
                          小倉記念病院 呼吸器内科 副部長 鈴木 雄 
 一般演題（19 時 30 分～）              
 １．「急速に進行した肺腺癌に対する ICI を含む集学的治療の経験」 
                          製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 井手 真亜子 
 ２．「胸腺癌の１切除例」                    九州労災病院 外科 尾立 西市 
≪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)≫ 

 ２.１８（月） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ホテルアルモニーサンク 
２階 「ﾄﾛﾋﾟｯｸｽﾀｼｵﾝ」 

 
 
 
 

糖尿病から腎臓をまもろう！〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、北九州 CDE の会、 
田辺三菱製薬㈱〉 

 情報提供（19 時～） 
 『糖尿病関連診療報酬および今後の展開』 
   田辺三菱製薬株式会社 営業本部 エリアマーケティング推進部 医療情報グループ 菅原 秀良 
特別講演１（19 時 30 分～）   座長  北九州市立医療センター 糖尿病内科 部長 足立 雅広 

 「北九州市における糖尿病重症化予防に向けた取り組み」 
          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 
 特別講演２（20 時～）                座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
 「糖尿病性腎臓病 DKD の治療：北九州の取り組みと CKD 連携の強化」 
                         小倉記念病院 副院長/腎臓内科部長 金井 英俊 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･10(0.5 単位)･11(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ２.１９（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 回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 236 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイラン EPD 合同会社〉 

 製品紹介（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 
 「大腸腫瘍に対するサーベイランス」     福岡大学筑紫病院 消化器内科 准教授 久部 高司 
≪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)･82(0.5 単位)≫ 

 ２.１９（火） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

第 13 回排泄ケアを考える会〈共催：排泄ケアを考える会、市医師会、ファイザー㈱〉 
 製品紹介：『トビエース錠』（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                座長  九州労災病院 副院長 中島 信能 
 「高齢者総合機能と排尿障害」        国立長寿医療研究センター 泌尿器外科 西井 久枝 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫ 

 ２.１９（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」 

 
 
 

第 209 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、中外製薬㈱〉 
 講演                  座長  しらにた整形外科クリニック 院長 白仁田 厚 
「骨粗鬆症と変形性膝関節症の同時治療の実際～医療安全性からみた非定型性骨折および 

顎骨壊死を避ける治療とは～」 
                     東京慈恵会医科大学 整形外科学講座 准教授 斎藤 充 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 ２.２１（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」 

 
 
 

第 36 回北九州市医師会勤務医医学集談会〈主催：市医師会〉 
 研修医症例報告                 座長  門司掖済会病院 副院長 藤井 健一郎 
 「母体の男性化徴候を呈した黄体化過剰反応の一例」       小倉医療センター 井手尾 麗花 
 勤務医医学研究 
                           座長  戸畑けんわ病院 院長 二見 哲夫 

１．「慢性閉塞性肺疾患（COPD）骨粗鬆症の病態メカニズム解明に向けて 
～骨代謝関連バイオマーカーからの調査～」 

                            産業医科大学 整形外科学教室 塚本 学 
                      座長  北九州市立医療センター 副院長 浦部 由利 
２．「奇異性低流量低圧較差重症大動脈弁狭窄症の発生機序 
     ～全身代謝活性が重症大動脈弁狭窄症の心拍出量に与える影響～」 
                          産業医科大学 第２内科学教室 尾上 武志 
                        座長  小倉医療センター 副院長 山下 博徳 
３．「当院での骨盤位外回転術の現状から成功・不成功予測因子を推測する」 
                           小倉医療センター 産婦人科 浦郷 康平 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ２.２１（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 
 

2 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、鳥居薬品㈱、日本イーライリリー㈱〉 
 製品紹介：『トルツ』（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）             座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
「乾癬と乾癬性関節炎の臨床症状に応じた治療を考える」 
                       帝京大学医学部 皮膚科学講座 教授 多田 弥生 

≪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)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３１年２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 ２.２３（土） 
１４時 

 

小倉記念病院 
４階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 24 回北九州 CDE 認定記念講演会〈共催：北九州 CDE の会、日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、 
市薬剤師会、県臨床衛生検査技師会、日本イーライリリー㈱〉 

 講演（14 時 20 分～）           座長  北九州 CDE の会 黒山 荘太、三輪 真紀子 
 １．「2017 年度北九州 CDE の会活動報告」         JR 九州病院 管理栄養士 松島 昌子 
 ２．「糖尿病教育・指導の実際」 
    いのくち内科クリニック 看護師 徳本 恵美 
    芳野病院 臨床検査技師 湊 望美 
    株式会社 MOS ウィング 管理栄養士 村田 真由美 
 特別講演（16 時～）              座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 「糖尿病治療最前線～経口血糖降下薬から注射薬まで～」 
    東京医科大学病院 糖尿病・代謝・内分泌・リウマチ・膠原病内科学分野 主任教授 小田原 雅人 
≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)･73(1.0 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ２.２５（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

平成 30 年度園児保健研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 
 「“虐待レッドフラッグ徴候”とその看過リスクマネージメント」  

北九州市立八幡病院 小児科主任部長、小児救急センター長 神薗 淳司 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ２.２６（火） 
１８時３０分 
 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 17 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』 
 講演（19 時～）     座長  九州労災病院 CNIC 安部 美和、門司掖済会病院 上野 良子 
 １．「最近注目されている耐性菌の話」           産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
 ２．「北九州地域の耐性菌分離動向」          北九州市立八幡病院 検査科 有馬 純徳 
 ３．「ここが危ない！オムツ交換」             健和会大手町病院 CNIC 佐藤 広子 
 ４．「ここが危ない！尿廃棄」              済生会八幡総合病院 CNIC 上原 雅子 
 ５．「ここが危ない！吸引処置」               産業医科大学 CNIC 寺本 美江子 
≪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)≫ 

 ２.２７（水） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

平成 30 年度予防接種研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
 「2018 年度の予防接種制度および予防接種対象疾患の動向」   

産業医科大学 小児科学教室 准教授 保科 隆之 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･9(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 ２.２８（木） 
１９時 

 

TKP 小倉シティセンター 
６階 「KOKURA ホール」 

 
 

平成 30 年度北九州市医師会医業経営講演会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 福地 靖範 
 「診療所における消費税増税対策」       株式会社佐々木総研 代表取締役社長 佐々木 大 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･9(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

門 司 ２.１８（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

門司メディカルセンター 
 
 

第 74 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、門司メディカルセンター〉 
 演題 
１．「週末２泊３日糖尿病教育入院による血糖改善効果の検討」 
               門司メディカルセンター 糖尿病・内分泌代謝内科部長 新生 忠司 
２．「当院における脳梗塞年齢別分析と脳神経外科手術における３D プリンターを用いた 

手術術前評価の有用性」 
                    門司メディカルセンター 脳神経外科 副部長 梅村 武部 
 ３．「最近の血管系 IVR（画像下治療）について」  

門司メディカルセンター 放射線科 副部長 二ツ矢 浩一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･78(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ２.２０（水） 
１９時 

 
＜演題変更＞ 

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、大鵬薬品工業㈱〉 
 製品紹介：アレルギー性疾患治療薬『ビラノア錠 20 ㎎』（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）            座長  さがら耳鼻咽喉科医院 院長 相良 哲哉 

 「鼻閉、睡眠時無呼吸と認知機能障害の関係」 
産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 准教授 北村 拓朗 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…39(0.5 単位)･40(0.5 単位)≫ 

 ２.２１（木） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 講堂 

在宅用医療機器に関する研修会〈主催：門司区医師会〉 
 講演 
 １．「役立つ共同在宅医療機器～三方よし～」           井上内科医院 院長 井上 義通 
 ２．「在宅医療機器（ポータブルＸ線発生装置・超音波診断装置）導入に伴う現況と取組みについて」 
                     門司区医師会健診センター 診療放射線技師 柳原 弘美 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ２.２８（木） 
１９時 

 
 

門司区医師会館 
３階 会議室 

 
 

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  門司メディカルセンター 放射線科 主任部長 松浦 秀司 
≪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 ２.１（金） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

小倉医師会私的病院会講演会・連携会〈共催：小倉医師会、小倉医師会私的病院会〉 
 演題 
 「医療を取り巻く今日的課題」             参議院議員 小児科専門医 自見 はなこ 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(1.0 単位)≫ 

 ２.２５（月） 
１９時 

小倉医師会館 
５階 講堂 

第 44 回小倉医師会医療安全シンポジウム〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ：「虐待（小児・女性・高齢者）について考える～各施設の事例から～」 
             座長  小倉医師会高齢社会事業課担当理事 木村医院 院長 木村 喜男 
 シンポジスト 
  国立病院機構小倉医療センター 医療安全管理室 医療安全管理係長 野尻 正美 
  健和会大手町病院 医療相談・医療福祉連携部 医療社会科 ケースワーカー科長 森川 尚子 
   「高齢者の虐待について」 
  小倉医師会高齢社会事業課 ケアプランセンター 管理者 梶原 優子 
  子ども総合センター 児童虐待防止担当課長 菊原 康弘 
   ①「児童虐待とは」 
   ②「児童虐待に対する北九州市の取り組みと条例について」 
≪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)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 平成３１年２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 ２.２７（水） 
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：小倉医師会、小倉内科医会、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱〉 
製品紹介：抗線維化剤『オフェブカプセル』（19 時～） 

 特別講演（19 時 15 分～）                座長  藤井内科医院 院長 藤井 幸藏 
 「咳喘息以外の慢性咳嗽とは？～間質性肺炎の診断～」  JCHO 九州病院 呼吸器内科 坪内 和哉 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 ２.２８（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 419 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
１．「短期間に３回肺炎・無気肺を繰り返した１歳女児例」   九州労災病院 小児科 茂見 紗喜 

 ２．「慢性甲状腺炎の様々な臨床像」             九州労災病院 小児科 河田 泰定 

八 幡 ２.９（土） 
１５時 

 

八幡医師会館 
３階 大講堂 

 
 

若松・八幡小児在宅医療研修会〈共催：若松区医師会、八幡医師会、八幡在宅医会〉 
 テーマ：「長崎県における小児在宅医療の現状と内科医との連携」  
       しもむらクリニック 院長 下村 千枝子 
       訪問看護ステーション鳴見 代表 松島 由美 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ２.１５（金） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 研修室 

 
 

第 151 回八幡成人病懇話会〈共催：八幡医師会、アストラゼネカ㈱〉 
                          司会  JCHO 九州病院 副院長 山本 英雄 
 一般講演（19 時～） 
 「気管支喘息に対する治療～生物学的製剤の呼吸機能への影響～」  

産業医科大学 呼吸器内科学 講師 山﨑 啓 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「精神科系診療における注意点」           JCHO 九州病院 精神科 医長 天津 透彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･45(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ２.２１（木） 
１８時５０分 
 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

八幡内科医会 2 月例会〈主催：八幡内科医会、八幡医師会、武田薬品工業㈱〉 
 情報提供：『イニシンク配合錠』について（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）             座長  うえき内科クリニック 院長 植木 光彦 

 「EBM と NBM を考慮した糖尿病チーム医療～治療満足度向上を目指して～」 
   白岩内科医院 院長、大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科学 特任講師 白岩 俊彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

戸 畑 ２.２６（火） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

戸畑医師会医療センター 
４階 講堂 

戸畑区内科医会３病院合同カンファレンス〈主催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、 
ヤンセンファーマ㈱、田辺三菱製薬㈱〉 

 製品紹介：『シンポニー』（18 時 50 分～） 
 第１部（19 時～） ３病院合同カンファレンス 
 第２部（19 時 45 分～） 戸畑区内科医会学術講演会 
演題                         座長  戸畑総合病院 院長 齋藤 和義 

 「関節リウマチとサルコペニア」 
                 京都大学医学部附属病院 リウマチセンター 特任助教 橋本 求 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…未定≫ 

産医大 ２.１（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 38 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、大正富山医薬品㈱〉 

             座長  産業医科大学 第２内科学 講師 荒木 優 
 症例発表（19 時～） 
 「生検で診断し治療に至った心アミロイドーシスの２症例」 
                  産業医科大学 循環器内科、腎臓内科 修練指導医 鍋嶋 洋裕 
 教育講演（19 時 15 分～） 
 「急性心筋炎の救命診療」  

九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 循環器病病態治療講座 講師 大谷 規彰 
 特別講演（19 時 45 分～）       座長  産業医科大学 腎センター部長・准教授 宮本 哲 
 「糖尿病合併 CKD 患者の個別化降圧療法」 
              琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部 准教授/部長 古波蔵 健太郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･16(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ２.１９（火） 
１８時３０分 
 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

 

第 483 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉 
 テーマ：大型血管炎の診断と治療のトピックス 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(1.5 単位)≫ 

 ２.２０（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
２号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 65 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～） 
 「抗真菌薬、抗ウイルス薬を考えよう」         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．「抗真菌薬適正使用の１例」 
 ２．「抗真菌薬不適正使用の１例」他 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･46(0.5 単位)･51(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

その他 ２.２６（火） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 587 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                     司会  横溝内科クリニック 院長 横溝 由史 
 １．「糖尿病と認知症～北九州研究のサブ解析と自験例の検討～」後藤クリニック 院長 後藤 誠一 
 ２．「糖尿病と認知症と視機能～北九州・糖尿病と認知症研究会の調査結果をふまえて～」 
                                山名眼科医院 院長 山名 泰生 

Ｎｏ．４ 


