◇ 平成３１年３月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区
市

別
医

日
時
３.１（金）
１９時

場
所
リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイアルーム」

３.１（金）
１９時

※会費 1,000 円
KMM ビル
４階 会議室

※会費 500 円
３.５（火）
１９時

パークサイドビル
９階 会議室

３.６（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
３.８（金）
１９時

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ
新館３階 「月華」

３.８（金）
１９時

※会費 500 円
パークサイドビル
９階 中会議室

３.１２（火）
１８時３０分

ステーションホテル小倉
４階

３.１３（水）
１９時

※会費 1,000 円
KMM ビル
４階 会議室

講

演

内

容

第 258 回北九州整形外科医会〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正富山医薬品㈱〉
製品紹介：経皮吸収型鎮痛消炎剤『ロコアテープ』（19 時～）
特別講演（19 時 15 分～）
座長
済生会八幡総合病院 整形外科部長 松浦 恒明
「リバース型人工肩関節を施行するために知っておくべきこと～疼痛管理を考慮して～」
福岡大学筑紫病院 整形外科 教授 柴田 陽三
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…57(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫
第 29 回玄海心不全カンファレンス〈共催：玄海心不全カンファレンス、市医師会、アステラス製薬㈱〉
製品紹介：抗 PCSK9 モノクローナル抗体製剤『レパーサ』（19 時～）
一般演題（19 時 10 分～）
座長
製鉄記念八幡病院 副院長 古賀 徳之
１．「Speckle tracking 法を用いて僧帽弁尖および乳頭筋動態を比較検討した収縮後期僧帽弁
逸脱の１例」
産業医科大学 第２内科 屏 壮史
２．「心不全の加療で難渋した症例」
製鉄記念八幡病院 循環器内科 柳生 圭士郎
３．「感染性心内膜炎治療後の遠隔期に発生した巨大左室瘤および人工弁周囲逆流が原因で
心不全を発症した１例」
小倉記念病院 循環器内科 廣上 潤
特別講演（20 時 10 分～）
座長
北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美
「実践・心不全緩和ケア」
飯塚病院 緩和ケア科 大森 崇史
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･45(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫
平成 30 年度救急災害医療研修会〈主催：市医師会〉
講演
座長
北九州市医師会 理事
「亜急性期の災害医療について」
戸畑共立病院 泌尿器科医長・災害医療部長
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･14(1.0 単位)≫

岩本
綾塚

拓也
仁志

第 50 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、ノボ ノルディスクファーマ㈱〉
講演（19 時～）
座長
産業医科大学 第１内科学講座 准教授 岡田 洋右
「当科における２型糖尿病に対する GLP-1 受容体作動薬の使用経験」
産業医科大学 第１内科学講座 得津 明美
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
「糖尿病の個別医療」
順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学 教授 綿田 裕孝
≪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)≫
第 188 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㈱〉
講演
座長
五十嵐内科 五十嵐 久人
「肝胆膵領域における最新の薬物療法～レンバチニブの動向を含めて～」
杏林大学医学部 内科学腫瘍内科 教授 古瀬 純司
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･59(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫
第 554 回北九州地区小児科医会例会・第 79 回北九州小児神経懇話会〈共催：北九州地区小児科医会、
北九州小児神経懇話会、市医師会、大塚製薬㈱、ユーシービージャパン㈱〉
情報提供：『イーケプラ点滴静注』における有用性（18 時 45 分～）
症例検討（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．「長引く嘔吐の精査目的で入院、最終的にウェルニッケ脳症と診断した一男児例」
北九州市立八幡病院 小児科 嘉村 拓朗
２．「腱反射の亢進が持続し鑑別に苦慮したフィッシャー症候群の亜型と考えられる一例」
JCHO 九州病院 小児科 米田 哲
３．「KCNA2 遺伝子変異によるてんかん性脳症の１男児例」
産業医科大学 小児科 福田 智文
４．「熱性けいれんの予防について～難治例の臨床的特徴について～」
北九州総合病院 小児科 柴原 淳平
ミニレクチャー（20 時～）
座長
みやけクリニック 院長 三宅 巧
「JCHO で出会った神経疾患患者：診断・治療についての解析」
産業医科大学 エコチル調査サブユニットセンター 特任教授 下野 昌幸
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫
第 133 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㈱〉
演題
１．「SLE に対する副腎皮質ホルモン治療中に副腎腺腫によるクッシング症候群を発症した１例」
九州労災病院 内分泌代謝内科 堀内 俊博、牧村 啓晃、谷口 亮子、田中 誠一
２．「TSH 産生下垂体腺腫の３例」
産業医科大学 第１内科学講座
鳥本 桂一、岡田 洋右、得津 明美、黒住 旭、成澤 学、田中 良哉
３．「手術困難症例における NIM（術中神経モニタリング）の使用について～当院の現況～」
やました甲状腺病院 佐藤 伸也、森 祐輔、進藤 久和、高橋 広、山下 弘幸、
岡村 美砂、山岡 厚
４．「非典型的な増大傾向を示した甲状腺機能亢進症の一例」 北九州市立医療センター 古賀 健一郎
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･19(0.5 単位)･73(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫
北九州胃腸懇話会 3 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
北九州市立医療センター 消化器内科 水谷 孝弘、芦屋中央病院 消化器科 髙田 康道
症例検討（２題予定）
教育講演
「潰瘍性大腸炎の生物学的製剤について」
芦屋中央病院 消化器科 髙田 康道
≪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)≫

※会費 500 円
３.１４（木） TKP 小倉シティセンター
北九州ブロック医師会生涯教育講座〈共催：市医師会、県医師会〉
１９時
６階 「KOKURA ホール」
講演
司会
北九州市医師会 理事 安藤 由起子
「世界の医師と共に本邦で唯一作成された国際診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（急性胆管炎・胆嚢炎診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ）
～Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis～」
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 岡本 好司
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･51(0.5 単位)･53(0.5 単位)≫

◇ 平成３１年３月分市医及び各区講演会一覧表
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Ｎｏ．２

日
時
３.１５（金）
１９時

場
所
総合保健福祉センター
２階 講堂

３.１５（金）
１８時３０分

八幡医師会館
３階 自己学習室

第 340 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～）
「当院における浅大腿動脈領域の PAD（動脈硬化性末梢疾患）に対するバイアバーン初期使用経験」
済生会八幡総合病院 放射線科 岸川 浩尚
≪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)≫

３.１８（月）
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 回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 吉田 雄司
１．「乳幼児健診における子育て支援と１歳６か月健診の進め方」
えびす子どもクリニック 院長 戎 寛
２．「３歳児健診と事後処置について」
とくなが小児科クリニック 院長 徳永 洋一
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫

３.１９（火）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

平成 30 年度第 2 回特定健診・特定保健指導登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉
講演
座長
北九州市医師会 理事 岡本 高明
１．「平成３１年度 特定健診・特定保健指導について（仮）」
北九州市保健福祉局 健康推進課
２．「脂質異常症の最新治療」
北九州市立八幡病院 副院長 太﨑 博美
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･75(1.0 単位)≫

３.２４（日）
９時３０分

パークサイドビル
９階 中会議室

３.２７（水）
１９時

※会費 2,000 円
市立商工貿易会館
２階 「多目的ホール」

３.２８（木）
１９時

ウェルとばた
大ホール

３.２８（木） リーガロイヤルホテル小倉
１９時

講

◇
容

平成 30 年度北九州市認知症疾患医療センター研修会〈共催：北九州市、認知症疾患医療センター、
市医師会〉
講演
座長
小倉蒲生病院 院長・認知症疾患医療センター センター長 井田 能成
「特発性正常圧水頭症の病態と治療～治療可能な認知症、歩行障害、尿失禁～」
済生会八幡総合病院 副院長・診療部長・脳神経外科主任部長 岡本 右滋
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･29(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫

第 28 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
門司掖済会病院 糖尿病内科 部長 篠原 規恭
１）「糖尿病性網膜症（仮）」
山名眼科医院 院長 山名 泰生
２）「糖尿病性腎臓病」
峯崎内科クリニック 院長 峯崎 智久
３）「肥満と糖尿病（テーマ）」
新小倉病院 糖尿病センター センター長 藤本 良士
２．ランチョンセミナー（12 時～）
座長
杉本クリニック 院長 杉本 英克
「糖尿病と膠原病」
小波瀬病院 内科 染谷 一貴
３．糖尿病なんでも相談・症例提示検討（13 時～）
座長
門司掖済会病院 糖尿病内科 部長 篠原 規恭
回答者 門司メディカルセンター 糖尿病・代謝内分泌内科 部長 新生 忠司
≪取得単位数…4.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･18(0.5 単位)･23(0.5 単位)･36(0.5 単位)
･61(0.5 単位)･66(0.5 単位)･73(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫
北九州市医師会学校医研修会〈主催：市医師会〉
講演
司会 北九州市医師会 理事 天本 祐輔
「子どもの成長・発達・学習と睡眠とのかかわり～よりよい睡眠が脳とこころとからだを育てる～」
久留米大学医学部 神経精神医学講座 教授 内村 直尚
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫
第 2 回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、市保健所〉
座長
北九州市医師会 医療安全担当理事 岡本 高明
テーマ：『地域で取り組む医療・介護感染対策ネットワーク構築の必要性』
講演
１．「CRE（カルバペネム耐性腸内細菌科細菌）を中心とした薬剤耐性菌の診断、治療、保菌者に
おける医学的対応と地域連携の必要性」
JCHO 九州病院 血液・腫瘍内科 医長 小川 亮介
２．「CRE 検出方法の実際～検査部からの情報提供について～」
JCHO 九州病院 主任臨床検査技師 芳賀 由美
３．「CRE 発生時の院内感染対策の実際と転院時等の情報提供」
JCHO 九州病院 感染管理室 看護師 森本 麗華
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.5 単位)≫
北九州市泌尿器科医会・平成 30 年度第 6 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、
アストラゼネカ㈱〉
講演
座長
産業医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本 直浩
「前立腺癌は見つけすぎ、治療しすぎ～過剰診断と過剰治療への対策～」
香川大学医学部 泌尿器科学 教授 杉元 幹史
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･7(0.5 単位)･8(0.5 単位)≫

３.５（火）
１９時

門司区医師会館
３階 講堂

門司区外科医会学術講演会〈共催：門司区外科医会、門司区医師会、第一三共㈱〉
製品紹介：『リクシアナ錠』について（19 時～）
特別講演（19 時 15 分～）
座長
おおつかクリニック 院長 大塚 祥司
「足を診るということ」
小倉記念病院 循環器内科 部長 曽我 芳光
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫

３.１５（金）
１９時

門司区医師会館
３階 講堂

門司区医師会・門司区内科医会合同学術講演会〈共催：門司区医師会、門司区内科医会〉
演題
「自閉症の発症メカニズムの解明と創薬開発への応用～自閉症は大人になっても治せるか？～」
金沢大学医薬保健研究域医学系組織細胞学（解剖学第一）教授 西山
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫

３.１８（月）
１９時
３.１（金）
１９時

門司区医師会館
３階 研修室
小倉医師会館
５階 講堂

正章

＊骨関節レントゲンカンファランス
第 17 回小倉医師会かかりつけ医認知症の会研修会
〈共催：小倉医師会、小倉医師会かかりつけ医認知症の会〉
テーマ：「認知症の BPSD とせん妄及び認知症の意思決定支援」
国立がん研究センター 先端医療開発センター 精神腫瘍学開発分野 分野長 小川 朝生
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(1.0 単位)･69(1.0 単位)≫

◇ 平成３１年３月分市医及び各区講演会一覧表
区 別
小 倉

日
時
３.５（火）
１９時

場
所
小倉医師会館
５階 講堂

３.２８（木） 国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ
１９時
地域医療研修ｾﾝﾀｰ

八

幡

３.７（木）
１８時５０分

北九州市立八幡病院
４階 大会議室

３.１８（月）
１９時

※会費 500 円
八幡医師会館
３階 講堂

３.２０（水）
１９時

八幡医師会館
３階 情報処理室

３.２０（水）
１９時３０分

健康医療福祉研修会館
（新 八幡薬剤師会館）

＜追

戸

畑

加＞

内

容

働き方改革関連法対応セミナー〈主催：小倉医師会〉
講演
「働き方改革関連法案成立で何がどうなるのか？」
社会保険労務士法人 九州人事マネジメント
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(1.0 単位)≫

代表

特定社会保険労務士

三原

靖

第 420 回小倉小児科医会臨床懇話会
演題
１．「先天性胆道拡張症に対する腹腔鏡手術の経験」
国立病院機構小倉医療センター 小児外科 生野 久美子
２．「ミャンマーにおける小児外科国際医療支援について」
国立病院機構小倉医療センター 小児外科 生野 猛
第 48 回八幡循環器・第 12 回ほばしら内科合同カンファレンス〈共催：ほばしら内科カンファレンス、
八幡内科医会、八幡循環器カンファレンス、八幡医師会、 MSD㈱〉
製品紹介：DPP-4 阻害薬『ジャヌビア錠』（18 時 50 分～）
司会
北九州市立八幡病院 循環器内科 副院長 太﨑 博美
内科（19 時 05 分～）
１．「神経疾患の診断と治療」
北九州市立八幡病院 神経内科 主任部長 末永 章人
２．「消化器疾患の診断と治療」
北九州市立八幡病院 消化器内科 部長 川口 浩太郎
３．「糖尿病の診断と治療」
北九州市立八幡病院 糖尿病内科 部長 中村 寛
４．「呼吸器疾患の診断と治療」
北九州市立八幡病院 呼吸器内科 部長 星野 鉄兵
循環器内科（20 時 05 分～）
１．「冠動脈インターベンション」
北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬
２．「不整脈の診断と治療」
北九州市立八幡病院 循環器内科 部長 酒井 孝裕
３．「心不全の診断と治療」
北九州市立八幡病院 循環器内科 主任部長 田中 正哉
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫
第 22 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：「麻しん・風しんについて（仮）」
北九州市立八幡病院 統括部長 天本 正乃
北九州市保健所 保健予防課 感染症対策担当係長 宮田 十代古
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫
八幡臨床外科医会 3 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉
情報提供：『バソプレシン V2 受容体拮抗薬サムスカ錠の有効性と安全性について』（19 時～）
講演（19 時 10 分～）
座長
末次医院 院長 末次 文祥
「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)…45(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫
北九州高齢者薬物療法研究会第 4 回定期セミナー〈共催：北九州高齢者薬物療法研究会、八幡薬剤師会、
県病院薬剤師会、洞薬会、八幡医師会〉
講演（19 時 30 分～）
「高齢者総合機能評価（CGA 評価）を用いた処方見直し」
国立長寿医療研究センター 薬剤部 溝神 文博
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫

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、ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉
製品紹介（18 時 50 分～）
特別講演（19 時～）
座長
重森医院 院長 重森 宏敬
「実臨床における静脈血栓塞栓症の治療経験」
済生会八幡総合病院 血管外科 主任部長 三井 信介
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫

３.１９（火）
１９時

ウェルとばた
２階 「多目的ホール」

第 11 回戸畑認知症研究会〈共催：戸畑認知症研究会、戸畑区医師会、エーザイ㈱〉
情報提供：『フィコンパ』最近の話題
基調講演
「認知症とてんかん（仮）」
後藤クリニック 院長 後藤 誠一
特別講演
座長
後藤クリニック 院長 後藤 誠一
「認知症における音楽療法（仮）」希望の家・先端応用音楽研究所、大阪大学 名誉教授 赤澤 堅造
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･29(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫

戸畑医師会医療センター

戸畑区医師会学術講演会〈共催：戸畑区医師会、協和発酵キリン㈱〉
講演
「身近にみられる糸球体疾患とその管理と治療」
産業医科大学 腎センター
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫

加＞

３.２６（火）
１９時
＜演題決定＞
松

演

Ｎｏ．３

３.２８（木）
１８時５０分

＜追

若

講

◇

３.１５（金）
１９時

若松区医師会館
大ホール

産医大

３.１９（火）
１８時３０分

産業医科大学
２号館 2208 教室

その他

３.２６（火）
１９時

パークサイドビル
９階

＜追

加＞

准教授

平成 30 年度第 5 回若松区医師会研修会〈主催：若松区医師会〉
講演
「北九州市における結核の現状と課題」北九州市保健福祉局保健所 医療指導担当課長
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)≫

宮本

有門

哲

美穂子

第 484 回内科合同クリニカルカンファレンス〈共催：産業医科大学医師会、内科合同ｸﾘﾆｶﾙｶﾝﾌｧﾚﾝｽ〉
テーマ：「薬剤性肺障害」
産業医科大学 呼吸器内科 田原 正浩
≪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)≫
第 588 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．「免疫チェックポイント阻害薬関連の１型糖尿病患者に対し SGLT2 阻害薬を使用した経験」
JCHO 九州病院 小児科 城尾 正彦
２．「２型糖尿病治療中に膵体部癌を発症し、腹腔鏡下手術後６年を経過した１例」
北九州湯川病院 小串 俊雄

