
 
 

◇ 平成３１年４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 ４.４（木） 
１８時５０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 19 回北九州炎症性腸疾患懇話会〈共催：北九州炎症性腸疾患懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 情報提供：『シンポニー』（18 時 50 分～） 
 一般演題（19 時～）         座長  下関市立市民病院 消化器内科 医長 具嶋 正樹 
 １．「難治性の上部消化管病変を伴った小腸型クローン病の一例」  

下関市立市民病院 消化器内科 澤野 美由紀 
 ２．「潰瘍性大腸炎に対するゴリムマブ治療例の検討」   戸畑共立病院 消化器内科 酒見 亮介 
 特別講演（19 時 30 分～）               座長  芦屋中央病院 院長 櫻井 俊弘 
 「難治性潰瘍性大腸炎内科治療の最前線～Golimumab の Positioning も含めて～」 
                 兵庫医科大学 炎症性腸疾患講座 内科部門 教授 中村 志郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ４.４（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」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 31 回豊の国糖尿病と眼研究会〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、豊の国糖尿病と眼研究会、 
市医師会、MSD㈱、参天製薬㈱〉 

座長  杉本クリニック 院長 杉本 英克 
一般演題（19 時～） 
「糖尿病眼合併症のロービジョンケア（仮）」        坂本眼科医院 副院長 栗原 亜津砂 
特別講演（19 時 30 分～） 
「糖尿病治療 Up to Date～臨床で DPP-4 阻害薬と SGLT2 阻害薬をより活かすために～（仮）」 

愛知医科大学医学部 内科学講座 糖尿病内科 准教授 神谷 英紀 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･36(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 ４.６（土） 
１７時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 
 

北九州耳鼻咽喉科専門医会総会・第 293 回北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 
〈共催：北九州耳鼻咽喉科専門医会、市医師会〉 

特別講演 
「喉頭の微細手術」  久留米大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座 主任教授 梅野 博仁 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…未定≫ 

 ４.１０（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 4 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  産業医科大学 第３内科 久米井 伸介、JCHO 九州病院 放射線科 平賀 聖久 
症例検討（３題予定） 
教育講演 
「胃がん検診 2019」                  JCHO 九州病院 放射線科 平賀 聖久 

≪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)≫ 

 ４.１２（金） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

平成 31 年度第 1 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 101 回北九州肝腫瘍研究会 
〈共催：北九州肝腫瘍研究会、市医師会、EA ファーマ㈱〉 

  座長  北九州市立八幡病院 外科 岡本 好司、北九州市立医療センター 内科 三木 幸一郎 
 症例提示 
 １．「術後、急激な経過を辿った肝腫瘍の１例」     製鉄記念八幡病院 消化器外科 田中 康 
 ２．「特異な広がりを見せた肝腫瘍の１例」       北九州総合病院 消化器内科 黒瀬 龍彦 
 教育講演 
 「肝硬変難治性腹水のコントロール」  

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)…10(0.5 単位)･15(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

 ４.１３（土） 
１８時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 
 

※会費 懇話会 2,000 円 
   懇親会 2,000 円 

北九州ブロック眼科医会（春）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
 演題 
 「糖尿病網膜症～治療の進歩～」          香川大学医学部眼科学教室 教授 鈴間 潔 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 ４.１８（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 
 

4 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、㈱ポーラファルマ〉 
 製品紹介：尋常性ざ瘡治療配合剤『デュアック配合ゲル』 
 特別講演                 座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
 「開業医における痤瘡治療」                   白崎医院 院長 白崎 文朗 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･26(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ４.２２（月） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 

第 512 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、県精神科病院協会北九州地区ブロック会、 
市医師会、大塚製薬㈱〉 

 情報提供（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 
 「カフェインの単回投与における認知機能および運転技能に与える影響について」 
                        産業医科大学 精神医学教室 助教 小西 勇輝 
 特別講演（19 時 15 分～）            産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「SDAM の登場により統合失調症治療がどう変わるか（仮）」 
                      藤田医科大学 精神神経科学講座 教授 岩田 仲生 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･68(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ４.２３（火） 
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 1,000 円 

第 48 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  飯塚病院 整形外科 部長 原 俊彦 
一般講演（19 時～）               

 「脊椎由来の神経障害性疼痛治療～薬物治療を中心に～」 
                 福岡みらい病院 整形外科 脊椎脊髄病センター長 栁澤 義和 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「大腿骨近位部骨折に対する多職種連携アプローチ～早期手術、周術期管理、２次骨折予防 
                                    リエゾンサービス～」 
               富山市立富山市民病院 副院長 整形外科・関節再建外科 澤口 毅 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･11(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫ 

 ４.２５（木） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 

子宮頸がん HPV 検査併用検診北九州セミナー〈共催：北九州産婦人科医会、市医師会、 
ロシュ・ダイアグノスティックス㈱〉 

 講演                   司会  北九州産婦人科医会 会長 濵口 欣也 
座長  産業医科大学 産婦人科学 教授 吉野 潔 

 １．「福岡県における子宮頸がんの現状と LBC」 
               産業医科大学 産業保健学部広域・発達看護学部 教授 松浦 祐介 
 ２．「佐賀市における HPV 検査併用子宮がん検診の現状」 
                        佐賀大学医学部 産婦人科学 教授 横山 正俊 
≪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)･12(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 平成３１年４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 ４.２５（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・平成 31 年度第 1 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、
日本新薬㈱〉 

 製品紹介：前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤『ザルティア錠』（19 時～） 
 講演（19 時 20 分～） 座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 名誉教授 

北九州市保健福祉局医務官・アームクリニック 院長 松本 哲朗 
 「おとこの諸問題解決法～不妊から前立腺肥大症まで～」   

獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科 主任教授 岡田 弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･5(0.5 単位)･6(0.5 単位)≫ 

門 司 ４.１７（水） 
１９時 

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、バイエル薬品㈱〉 
 特別講演           座長  門司メディカルセンター 循環器内科 部長 渡部 太一 
 「進化する脳卒中治療～rtPA 静注療法・血栓回収術の適応拡大～ 
                    ～大型脳動脈瘤に対する血管内治療～」 
             小倉記念病院 脳卒中センター長・脳神経外科 主任部長 波多野 武人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

小 倉 ４.２５（木） 
１９時 

＜中 止＞ 

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 421 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 「 未 定 」 

八 幡 ４.１１（木） 
１９時 

千草ホテル 
 

八幡小児科医会講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡医師会、東和薬品㈱〉 
 製品紹介：『クラリスロマイシン DS』の製剤特徴について（19 時～） 
 特別講演（19 時 20 分～）                    座長  合屋医院 合屋 綾子 
 「ウイルス感染症に伴うアレルギー疾患について」 
                        産業医科大学 小児科学教室 准教授 保科 隆之 

 ４.１７（水） 
１９時 

八幡医師会館 
 

八幡臨床外科医会総会・学術講演会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤『ベタニス錠』（19 時～） 
 総会（19 時 10 分～） 
特別講演（19 時 20 分～）            座長  島田乳腺クリニック 院長 島田 和生 

 「過活動膀胱の薬物治療」           製鉄記念八幡病院 泌尿器科 医長 尾畑 紘史 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 ４.１８（木） 
１８時４０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 

八幡内科医会総会・学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
 総会（18 時 40 分～） 
情報提供：バソプレシン V2 受容体拮抗薬『トルバプタン』についての最新情報（19 時～） 

 講演（19 時 10 分～）                    座長  三浦医院 院長 三浦 力 
 「慢性心不全の再入院予防～新ガイドラインでの標準治療から緩和ケアまで～」 

JCHO 九州病院 循環器科 鬼塚 健 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 ４.２３（火） 
１８時３０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

八幡産婦人科医会総会・学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡医師会、あすか製薬㈱〉 
 製品紹介：『レルミナ錠 40 ㎎』について（18 時 30 分～） 
 総会（18 時 40 分～） 
 特別講演（19 時 15 分～）          座長  産業医科大学 産婦人科 教授 吉野 潔 
 「婦人科診療にまつわる最近の話題」           飯塚病院 産婦人科 部長 辻岡 寛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(1.0 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ４.２６（金） 
１８時４５分 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 44 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、 
エーザイ㈱〉 

 製品説明：疼痛治療剤『リリカカプセル』について（18 時 45 分～） 
                  座長  健愛記念病院 リハビリテーション科 野見山 真人 
 一般演題（19 時～） 
 １．「訪問リハにおける在宅での転倒予防（仮）」      おかがき病院 理学療法士 林 剛己 
 ２．「地域における転倒予防（仮）」      サポートセンター本城 理学療法士 本田 真一郎 
 特別講演（19 時 40 分～） 
 「骨卒中予防の重要性」               鳥取大学医学部保健学科 教授 萩野 浩 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･19(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

産医大 ４.１３（土） 
１５時 

オリエンタルホテル福岡 
博多ステーション 

（旧 ﾎﾃﾙｾﾝﾄﾗｰｻﾞ博多） 
「Oriental ballroom 

YAMAKASA」 
 
 
 

日本耳鼻咽喉科学会福岡県地方部会第 180 回耳鼻咽喉科・頭頸部外科学術講演会 
〈共催：産業医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、産業医科大学医師会〉 

 第１群①「外耳道癌 35 例の臨床統計」 
②「低分化胞巣は外耳道扁平上皮癌の予後因子である」 

    ③「再発口腔癌に対する化学療法中に、急性下肢虚血に至った１症例」 
 第２群①「福岡市の軽中等度難聴児補聴器購入助成制度の６年間の経過」 
    ②「久留米大学病院における外リンパ瘻症例の検討」 
 第３群①「外傷性鼻中隔腫瘍の一例」 

②「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」 
③「後鼻神経切断術を行った症例の検討」 

 第４群①「外科手術が有用であった眼窩骨膜下血腫の３例」 
    ②「頭蓋底疾患に対する経鼻内視鏡手術～耳鼻科・脳外科チームサージェリーの紹介～」 
    ③「声門下狭窄から再発性多発軟骨炎と診断した４症例の検討」 
 特別講演（17 時 10 分～） 座長  産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 診療科長 鈴木 秀明 
 「病院倫理委員会と臨床倫理～現状と今後の課題～」 
                        産業医科大学 医学概論講座 教授 藤野 昭宏 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(1.0 単位)･38(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 ４.１６（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 485 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉 
 テーマ「大動脈疾患の診断・治療～up to date～」  
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･42(0.5 単位)･44(0.5 単位)≫ 

 ４.１７（水） 
１９時 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 66 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～） 
 「疾患マネジメントと抗菌薬適正使用 敗血症」    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）「敗血症の１例」 
 ２）「真菌血症による敗血症の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)･26(0.5 単位)･28(0.5 単位)･32(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 平成３１年４月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

 ４.２３（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 589 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 DPPⅣ阻害剤/ビグアナイド系薬剤配合剤『メトアナ配合錠』 
 講演                    司会  きはら内科クリニック糖尿病内科 木原 康之 
 １．「双極性障害に摂食異常を合併した高度肥満糖尿病に対して GLP1 製剤が著効した１例」 
                            行橋中央病院 糖尿病内科 江藤 知明 
 ２．「血液透析患者の糖尿病治療～当院での糖尿病治療の現況と週１回 GLP-1 製剤の 

自験例等を含めて～」 
                           北九州腎臓クリニック 院長 海津 嘉毅 

Ｎｏ．３ 


