
 
 

◇ 令和元年５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 ５.１０（金） 
１９時 

 
＜肩書訂正＞ 

KMM ビル 
４階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 3 回北九州認知機能・脳疾患研究会〈共催：北九州認知機能・脳疾患研究会、市医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠』（18 時 45 分～） 
 一般演題（19 時～）       座長  九州労災病院 リハビリテーション科 科長 橘 智弘 
 １．「急性期脳疾患患者の自動車運転再開評価における当院の現状と課題」  

 九州労災病院 中央リハビリテーション部 河本 健雄 
 ２．「重度の記銘力障害を呈しながらも治療と就労の両立支援を受けつつ管理職として復職しえた事例 
             ～両立支援コーディネーターとして妻の不安と本人の葛藤に寄り添って～」 

九州労災病院 治療就労両立支援センター 西村 ますみ 
 特別講演（19 時 30 分～）         座長  JCHO 九州病院 神経内科 医長 立石 貴久 
 「睡眠障害とてんかん」  九州大学大学院医学研究院 保健学部門 検査技術科学分野 教授 重藤 寛史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･35(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫ 

 ５.１０（金） 
１９時３０分 
 

総合保健福祉センター 
２階 「講堂」 

 
 
 

※会費 1,000 円 

第 50 回北九州子どものこころ懇話会〈共催：北九州子どものこころ懇話会、市医師会〉 
講演 
「親子の心の診療マップ～多職種の連携を目指して～」 

久留米大学医学部 小児科学講座 准教授 永光 信一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･5(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ５.１４（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 

第 7 回北九州ワクチンフォーラム〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
ワクチン紹介：三種混合ワクチン『トリビック』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）             座長  みやけクリニック 院長 三宅 巧 
「百日咳の現状とワクチン対策」  

福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 基礎・専門分野 教授 岡田 賢司 
≪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)≫ 

 ５.１５（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 189 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㈱〉 
製品紹介（19 時～） 
症例提示 
１．「術前診断が困難であった肝腫瘍、膵腫瘍同時切除の一例」 
                         北九州市立医療センター 外科 米田 政弘 
２．「腎癌胆嚢転移の一例」                産業医科大学 第１外科 大場 拓哉 
ショートレクチャー 
「肝臓癌に対する外科治療」            北九州市立医療センター 外科 空閑 啓高 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)･22(0.5 単位･81(0.5 単位)≫ 

 ５.１６（木） 
１９時３０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

５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、マルホ㈱〉 
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 
「乾癬診療戦国時代！～そろそろ生物学的製剤講演に飽きた先生方へ～」 
                          札幌皮膚科クリニック 院長 安部 正敏 

≪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)≫ 

 ５.１６（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
「中ホール」 

 
 
 

介護医療院に関する説明会〈共催：北九州市、市医師会〉 
〔説明会概要〕 
・介護医療院創設の経緯 ・介護保険事業計画上の位置づけ ・医療機関等からの転換について 
・開設を進める際の手続き ・介護医療院の機能、基準 等 

≪取得単位数…1.5、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)≫ 

 ５.１７（金） 
１８時３０分 
 

小倉医師会館 
４階 「第２会議室」 

 
 

第 341 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～） 
 「肝腫瘤の画像診断（仮）」           北九州市立医療センター 放射線科 柿原 大輔 
≪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)≫ 

 ５.２１（火） 
１９時 

 
＜演題追加＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 

第 210 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、日本臓器製薬㈱〉 
講演                       座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
１．「療育センターにおける小児疾患の現状」  北九州市立総合療育センター 整形外科 河村 好香 
２．「生活習慣から見直す慢性腰痛マネージメント～運動療法から手術療法まで～」 
                 九州労災病院 骨・関節疾患治療研究センター長 今村 寿宏 

≪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)≫ 

 ５.２２（水） 
１９時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 6 回北九州肝胆膵外科フォーラム〈共催：北九州肝胆膵外科フォーラム、市医師会、 
製品説明（19 時～）                    ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 

 一般演題（19 時 15 分～）            座長  製鉄記念八幡病院 外科 安蘓 鉄平 
 １．「当院における膵頭十二指腸切除術の手術手技」       小倉記念病院 外科 中村 直人 
 ２．「当院における先天性胆道拡張症に対する腹腔鏡手術」 北九州市立医療ｾﾝﾀｰ 外科 小薗 真吾 
 特別講演（20 時 15 分～）               座長  小倉記念病院 外科 藤川 貴久 
 「SMA 周囲を意識した標準的な膵頭十二指腸切除術」 

京都大学医学部 肝胆膵・移植外科 増井 俊彦 
≪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)･0(0.5 単位)≫ 

 ５.２３（木） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

2019 年度第 1 回北九州ブロック肺がん検診読影従事者講習会・第 5 回北部九州肺縦隔研究会 
〈共催：北部九州肺縦隔研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 

 特別講演１（19 時～）          座長  飯塚病院 呼吸器腫瘍内科 部長 海老 規之 
 「肺がん薬物療法の進歩」 京都府立医科大学大学院医学研究科 呼吸器内科学 教授 髙山 浩一 
 特別講演２（19 時 45 分～）  座長  北九州市立医療センター 放射線科 統括部長 渡辺 秀幸 
 「縦隔区分と機能画像による縦隔腫瘍の鑑別診断」 
                   九州大学大学院医学研究院 保健学部門 教授 薮内 英剛 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(0.5 単位)･45(1.0 単位)≫ 

 ５.２３（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・2019 年度第 2 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、 
アステラス製薬㈱〉 

講演                 座長  産業医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本 直浩 
「進行前立腺癌診療に関する最近の話題」   浜松医科大学 泌尿器科学講座 教授 三宅 秀明 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･60(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年５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 ５.３１（金） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
２階 「香梅の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 23 回北九州脳神経外科フォーラム〈共催：北九州脳神経外科フォーラム、市医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：抗てんかん剤『フィコンパ錠』（19 時～） 
 一般演題（19 時 10 分～）   座長  済生会八幡総合病院 脳神経外科 診療部長 岡本 右滋 
 「小児交通外傷による頭蓋底骨折に対する再建術」 
    産業医科大学 脳神経外科 長坂 昌平、鳥居 里奈、野口 祥平、酒井 恭平、鈴木 恒平、 
                  髙松 聖史郎、宮岡 亮、齋藤 健、中野 良昭、山本 淳考 
 一般講演（19 時 25 分～）   座長  済生会八幡総合病院 脳神経外科 診療部長 岡本 右滋 
 「グリオーマとてんかん（仮）」    済生会八幡総合病院 脳神経外科センター部長 宮城 尚久 
 特別講演（19 時 50 分～）   座長  済生会八幡総合病院 脳神経外科 診療部長 岡本 右磁 
 「社会とともに歩む脳神経外科学会～2020 年代、日本脳神経外科学会が目指すもの～」  

順天堂大学医学部附属順天堂医院 脳神経外科 教授 新井 一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･6(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ５.３１（金） 
１８時５０分 

 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 25 回福岡山口臨床不整脈研究会〈共催：福岡山口臨床不整脈研究会、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
 一般講演（18 時 50 分～）     座長  宗像水光会総合病院・心臓血管センター長 竹本 真生 
 １．「 未 定 」                   JCHO 九州病院 内科 医長 菊池 幹 
 ２．「クライオバルーンアブレーション時に重大な空気塞栓を防ぐために：カテーテルの選択と 
                                     SAS が及ぼす影響」 
                            産業医科大学 第２内科学 塚原 慧太 
 ３．「Radiofrequency Catheter Ablation of Premature Ventricular Contractions from Near 
                                          the His-bundle.」 
                      宗像水光会総合病院・心臓血管センター 田中 敬士 
 ４．「大動脈に近接した左房前壁に non-PV foci を認めた２症例」 
                          九州医療センター 循環器内科 矢加部 大輔 
 ５．「AMPLATZER による心房中隔閉鎖術後に心房細動アブレーションを行った１例」  
                            九州大学病院 循環器内科 坂本 和生 
 特別講演（20 時～）          座長  JCHO 九州病院 健康診断部 部長 折口 秀樹 
 「心房細動の病態～肺静脈の電気生理と心外膜脂肪～」 
              大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授 髙橋 尚彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

門 司 ５.１４（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、㈱ツムラ〉 
 製品紹介：『ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）』 
特別講演                   司会  おおつかクリニック 院長 大塚 祥司 

 「メジャー漢方薬の使い方のコツ」       土倉内科循環器クリニック 院長 土倉 潤一郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…54(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

 ５.１５（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、武田薬品工業㈱〉 
 製品紹介：『逆流性食道炎治療におけるタケキャブの有用性』 
演題                     座長  西明内科消化器科医院 院長 西明 真 

 「GERD 診療の最適化～PPI、PCAB を使いこなすコツ～」 
                      さだもと胃腸科内科クリニック 院長 貞元 洋二郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

 ５.２０（月） 
１９時 

門司区医師会館 
３階 研修室 ＊骨関節レントゲンカンファランス 

 ５.２３（木） 
１９時 

 

門司区医師会館 
３階 研修室 

 
 

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  西明内科消化器科医院 院長 西明 真 
≪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 ５.１０（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」 

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：『リクシアナ OD 錠』について（19 時～） 

特別講演（19 時 10 分～）          座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「フォーカス！最後の心房細動診療～Ageing×Atrial Fibrillation～」 

心臓血管研究所 所長 山下 武志 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･43(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ５.２１（火） 
１９時３０分 

 
＜追 加＞ 

ホテルクラウンパレス小倉 
 

小倉医師会学校医会講演会〈共催：小倉医師会、小倉医師会学校医会〉 
 講演（19 時 30 分～）             座長  よしだ小児科医院 理事長 吉田 ゆかり 
 「学校医における“がん教育”に向けて」           池田医院 院長 香月 きょう子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 ５.２３（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 421 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１「発達障害からの不適応が原因と考えられた解離性障害の女児例」  
                      国立病院機構小倉医療センター 小児科 安永 由紀恵 
 演題２「母の再婚を契機に愛情遮断症候群による成長停止をきたした AD/HD の女児例」 
                      国立病院機構小倉医療センター 小児科 緒方 怜奈 

 ５.３０（木） 
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：小倉内科医会、小倉医師会、協和発酵キリン㈱〉 
 学術講演：『糖尿病治療薬 DPP-4 阻害剤オングリザ錠～最近の知見～』 

特別講演                   座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「内科診療における CKD・糖尿病性腎臓病 update」 
             金沢大学大学院 医薬保健学総合研究科 腎臓内科学 教授 和田 隆志 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･73(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

八 幡 ５.１６（木） 

１９時 

千草ホテル 

２階 「光琳の間」 

八幡内科医会・八幡臨床外科医会合同例会〈共催：八幡内科医会、八幡臨床外科医会、八幡医師会、 
㈱ツムラ〉 

 特別講演（19 時～）            座長  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
 「上部消化器疾患における六君子湯の位置付け～DREAM Study から解かってきたこと～」 
                        佐賀大学医学部 内科学 特定講師 坂田 資尚 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

若 松 ５.１７（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

令和元年度第１回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、第一三共㈱〉 
 製品紹介：『タリージェ』について（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～） 
「緩和医療の歴史から最新の話題まで～がん患者の疼痛管理も含めて～」 
          産業医科大学若松病院 緩和ケア・血液腫瘍科 診療科長・講師 寺田 忠徳 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 令和元年５月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

産医大 ５.２１（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

 
 

第 486 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉 
 テーマ「膵神経内分泌腫瘍について」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･7(0.5 単位)･44(0.5 単位)≫ 

その他 ５.２３（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
『中ホール』 

 
 

医師 2,000 円 
  一般 1,000 円 
非会員 1,000 円 

第 156 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                             司会  新王子病院 院長 筬島 明彦 
講演 

 「CKD 患者とフレイル～腎臓リハビリテーションの実際と将来展望～」 
  東北大学大学院医学系研究科 障害科学専攻 機能医科学講座 内部障害学分野 教授 上月 正博 
 施設紹介 
 「細江クリニックの現況」                  細江クリニック 院長 橋本 修 

 ５.２５（土） 
１５時 

 
＜追 加＞ 

ホテルクラウンパレス小倉 
２階 『香梅』 

福岡県臨床外科医学会北九州支部総会・学術講演会 
〈共催：県臨床外科医学会北九州支部、武田薬品工業㈱〉 

 総会（15 時～） 
 製品紹介：『イニシンク配合錠』について（15 時 30 分～） 
 特別講演Ⅰ（15 時 45 分～）          座長  戸畑総合病院 循環器内科 梅原 英太郎 
 「新しい高血圧治療ガイドラインを実地診療に活かす」   製鉄記念八幡病院 病院長 𡈽橋 卓也 
特別講演Ⅱ                     座長  後藤クリニック 院長 後藤 誠一 
「消化器外科学のパラダイムシフト」     九州大学大学院 消化器・総合外科 教授 森 正樹 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･15(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ５.２８（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 590 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：『トレシーバ注フレックスタッチ』 
 講演                  司会  北九州市立医療センター 糖尿病内科 足立 雅広 
 １．「カーボカウントにより血糖変動の安定化を CGM で評価できた１型糖尿病の１例」 
                          産業医科大学 第１内科学講座 大塚 隆史 
 ２．「 未 定 」                  小倉糖腎会げんだいクリニック 李 源台 

Ｎｏ．３ 


