
 
 

◇ 令和元年６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 ６.３（月） 
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 211 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、アステラス製薬㈱、 
エーザイ㈱、大正製薬㈱、第一三共㈱、中外製薬㈱、帝人ファーマ㈱〉 

 特別講演１                  座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 
 「骨粗鬆症と腎障害～慢性腎臓病（透析を含む）と急性腎障害（AKI）との関連から～」 
                          新北九州腎臓クリニック 院長 海津 嘉蔵 
 特別講演２                    座長  手島整形外科医院 院長 手島 鍛 
 「CKD を合併した骨粗鬆症患者に対する薬物治療の必要性」 
                       産業医科大学 整形外科学教室 教授 酒井 昭典 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･10(0.5 単位)･15(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.３（月） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 

第 10 回北九州認知症予防研究会〈共催：北九州認知症予防研究会、市医師会、小野薬品工業㈱〉 
製品紹介：アルツハイマー型認知症治療薬『リバスタッチパッチ』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）                座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
「認知症の最新の話題（仮）」 京都大学大学院医学研究科 人間健康科学系専攻 教授 木下 彩栄 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ６.５（水） 
１９時 

 

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 30 回北九州リウマチ薬物治療懇話会〈共催：北九州リウマチ薬物治療懇話会、市医師会、 
ヤンセンファーマ㈱、田辺三菱製薬㈱〉 

情報提供：『シンポニー』について 
一般演題（19 時～）          座長  JR 九州病院 院長 古郷 功  

産業医科大学第１内科学講座 講師 中野 和久 
 １．「自己注射指導におけるセルフマネジメント」        飯塚病院 看護部 工藤 江里子 
 ２．「当院における関節超音波検査の取組み」         戸畑総合病院 検査科 倉田 聖子 
 ３．「育児期の 30 代女性リウマチ患者に対するリハビリテーション介入の１例」 
                 産業医科大学 リハビリテーション部 作業療法士 大石 千尋 
 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 
 「関節リウマチ治療の変遷と課題」 北里大学医学部 膠原病・感染内科学 主任教授 山岡 邦宏 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･61(1.0 単位)≫ 

 ６.１１（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 14 回北九州消化管研究会〈共催：北九州消化管研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
講演１          座長  北九州市立医療センター 消化器内科 統括部長 秋穂 裕唯 
「F スケールを活用した逆流性食道炎の初期・維持療法」  

新別府病院 消化器内科 部長 後藤 康彦 
 講演２              座長  戸畑共立病院 副院長 消化器センター長 宗 祐人 
 「ESD の実際と限界への挑戦」   神戸大学医学部附属病院 光学医療診療部 部長 豊永 高史 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･15(0.5 単位)･53(0.5 単位≫ 

 ６.１２（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 6 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  戸畑共立病院 消化器病センター 酒見 亮介、製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎 
症例検討（２題予定） 
教育講演 
「NSAIDs 以外の薬剤起因性大腸炎」        製鉄記念八幡病院 消化器内科 中村 滋郎 

≪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)≫ 

 ６.１５（土） 
９時 

 

北九州国際会議場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 5,000 円 

第 23 回日本救急医学会九州地方会〈共催：日本救急医学会九州地方会、市医師会〉 
シンポジウムⅠ（9時～） 座長  長崎大学病院 地域医療支援センター 髙山 隼人 
                久留米大学医学部附属病院 高度救命救急センター 山下 典雄 
「マスギャザリングに備える（プレホスピタル）」 
                    長崎大学病院 地域医療支援センター 髙山 隼人、他 
特別講演Ⅰ（10 時 20 分～）          座長  北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 
「『2020 年東京オリンピック・パラリンピックに係る救急・災害医療体制を検討する学術連合体 

（コンソーシアム）』の取り組み」 
      東京大学大学院医学系研究科 外科学専攻生体管理医学講座 救急科学分野 森村 尚登 
 シンポジウムⅡ（11 時 10 分～）           座長  北九州市立八幡病院 田口 健蔵 

聖マリア病院 南島 友和 
 「マスギャザリングに備える（病院での備え）」 
               福岡市立病院機構 福岡市民病院 救急科 科長 野田 英一郎、他 
 特別講演Ⅱ（14 時～）      座長  久留米大学医学部 救急医学講座 主任教授 髙須 修 
 「高齢者社会での医療システムを考える」        産業医科大学 公衆衛生学 村松 圭司 
 特別講演Ⅲ（14 時 50 分～）           座長  健和会大手町病院 総院長 西中 徳治 
 「日本人の死生観」                   妙心寺 退蔵院 副住職 松山 大耕 
 ワークショップ（15 時 40 分～）         座長  矢津内科消化器科クリニック 矢津 剛 
 「高齢者救急に如何に対応すべきか～何が必要か～」   福岡県医師会 常任理事 原 祐一、他 
≪取得単位数…3.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･12(1.0 単位)･14(2.0 単位)≫ 

 ６.１７（月） 
１８時３０分 
 

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 
地域医療研修ｾﾝﾀｰ「鷗」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 462 回北九州肝臓病懇話会〈共催：北九州肝臓病懇話会、市医師会、ギリアド・サイエンシズ㈱〉 
 製品説明（18 時 30 分～） 
                     司会  JR 九州病院 肝臓内科 主任医長 森田 千絵 
 一般演題 
 １．「肝障害の一例」                    九州労災病院 肝臓内科 原田 林 
 ２．「肝機能障害と、著明な CK 上昇を来した１例」  

小倉医療センター 肝臓内科 医長 山下 晋作 
 特別講演 
 「KULDS 実臨床経験から考える C 型肝炎治療とフォローアップ」 
                       九州大学病院 総合診療科 診療講師 小川 栄一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･27(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.１８（火） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタル」 

 
 

北九州膵疾患を考える会〈共催：北九州膵疾患懇話会、市医師会、マイラン EPD 合同会社〉 
製品紹介：膵消化酵素補充剤『リパクレオン顆粒 300 ㎎分包 カプセル 150 ㎎』 
講演１                  座長  小倉記念病院 外科 主任部長 藤川 貴久 
「臨床試験から得られた膵臓外科のエビデンス」  
                   和歌山県立医科大学医学部 第２外科 准教授 川井 学 
講演２               座長  きはら内科クリニック糖尿病内科 院長 木原 康之 
「慢性膵炎診療 最近の話題～膵酵素補充療法を含めて～」 
               東北大学大学院医学系研究科 消化器病態学分野 教授 正宗 淳 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･22(0.5 単位)･27(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年６月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

 ６.２０（木） 
１９時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
８階 ホール A 

 
 
 

6 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、大塚製薬㈱〉 
情報提供：『アクアチム』の最近の知見について（19 時～）                    

 特別講演（19 時 15 分～）       座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「細菌感染症―軽症～重症まで―」            高松赤十字病院 皮膚科 池田 政身 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･11(0.5 単位)･26(0.5 単位)≫ 

 ６.２０（木） 
１９時１５分 
 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 

第 294 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、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『シダキュア』スギ花粉舌下錠（19 時 15 分～） 
 一般演題（19 時 30 分～） 
 「 未 定 」 
 特別講演（20 時～）           座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
 「舌下免疫療法の現状とこれからの展開に向けて」 
               千葉大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 講師 米倉 修二 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…16(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

 ６.２０（木） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 
 
 

第 39 回北九州心臓リハビリテーションセミナー〈共催：北九州心臓リハビリテーションセミナー、 
市医師会、トーアエイヨー㈱〉 

 情報提供（18 時 50 分～） 
 一般演題（19 時～）                    座長  九州労災病院 髙津 博行 
 １．「心不全患者の適切な評価とリスク管理の重要性」    九州労災病院 理学療法士 右田 寛 
 ２．「『心不全』標準プログラムを活用した当院のリハビリプログラムの見直し」 
                              九州労災病院 看護師 緒方 里美 
 特別講演（19 時 30 分～）              座長  製鉄記念八幡病院 藤島 慎一郎 
 「IoT を用いたオンライン管理型在宅心臓リハビリテーション」 

大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学 特任研究員 谷口 達典 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ６.２１（金） 
１８時３０分 
 

千草ホテル 
１階 「鶴の間」 

 
 

第 342 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～） 
 「当院におけるバスキュラーアクセス治療の現状について」  

製鉄記念八幡病院 放射線科 鎌田 宏二 
≪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)≫ 

 ６.２５（火） 
１９時 

 

北九州国際会議場 
メインホール 

 
 
 
 

※会費 500 円 

第 27 回北九州感染制御研究会〈共催：KRICT、市医師会、Meiji Seika ファルマ㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
 特別講演（19 時 10 分～）      座長  産業医科大学 名誉教授 KRICT 理事 松本 哲朗 
 「感染対策“そもそも論”と欧米のトピックス」 
                     日本感染管理支援協会 感染制御 理事長 土井 英史 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

 ６.２６（水） 
１８時３０分 

 
＜演題変更＞ 

ウェルとばた 
多目的ホール・中ホール 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 41 回北九州リハビリテーション医会〈共催：北九州リハビリテーション医会、市医師会、エーザイ㈱〉 
 情報提供：『フィコンパ錠』について（18 時 30 分～） 
 北九州大腿骨近位部骨折地域連携ﾊﾟｽ協議会・北九州脳卒中地域連携ﾊﾟｽ協議会（18 時 45 分～） 
 特別シンポジウム（18 時 55 分～）  

座長  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
 「リハビリテーションにおける合併症対策と管理」 
 セッション１「院内における転倒・転落防止対策について～睡眠薬・認知症の背景を含めて～」 
                          産業医科大学 医療安全管理部 舌間 秀雄 
 セッション２「脳卒中後てんかん～リハビリ期にもおこる非けいれん性てんかん重積状態を 

見逃さない～」 
      製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター 副センター長 脳神経外科部長 佐山 徹郎 
≪取得単位数…0.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)≫ 

門 司 ６.１９（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、日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）          座長  たけはら内科クリニック 院長 武原 英樹 

 「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)…45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 ６.２４（月） 
１９時 

北九州市立門司病院 
 

第 75 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、市立門司病院〉 
 演題  
 １．「注意すべき皮膚疾患（仮）」            北九州市立門司病院 皮膚科 武 信肇 
 ２．「咳嗽の診療について」           北九州市立門司病院 呼吸器内科 田村 健太郎 
 ３．「門脈ガス血症を呈した感染性腸炎の１例」     北九州市立門司病院 内科 武井 英美子 
 ４．「当院地域包括ケア病棟での呼吸器リハビリテーションについて」  

北九州市立門司病院 理学療法士 佐藤 淳一 
≪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)･53(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

小 倉 ６.２２（土） 
１５時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 

小倉医師会医療フォーラム 第 4 回人工知能を利用した近未来医学医療研究会〈共催：小倉医師会、 
北九州青年医師の会、第一三共㈱〉 

 情報提供：「リクシアナ錠」（15 時～） 
 オープニング（15 時 10 分～） 
 「不整脈検出ウェアラブル・デヴァイス～その現状と展望～」 
 講演１（15 時 30 分～）            座長  あだち宇野内科クリニック 宇野 卓也 
 「心房細動の最新の診断・治療・地域連携」    小倉記念病院 循環器内科 部長 廣島 謙一 
 講演２（16 時 30 分～）                  座長  後藤クリニック 後藤 誠一 
 「AI と不整脈について」             藤田医科大学 循環器内科 教授 渡邉 英一 
 総合討論（17 時 30 分～） 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･43(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ６.２７（木） 
１９時 

ホテルアルモニーサンク 
２階 「テアートルマロン」 

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、興和㈱〉 
 製品紹介：高脂血症治療剤『パルモディア錠 0.1 ㎎』（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 

 「循環器疾患リスクとしての高トリグリセリド血症の診断と治療」 
北九州市立八幡病院 内科・循環器内科 副院長 太﨑 博美 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…75(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 令和元年６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 ６.２７（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 422 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題１「新生児遷延性肺高血圧症について」   北九州市立医療センター 新生児科 末松 真弥  
 演題２「21 生日で発症した GBS 髄膜炎の女児例」 北九州市立医療センター 小児科 春日井 悠 

八 幡 ６.１９（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

八幡臨床外科医会 6 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉 
 情報提供：末梢性神経障害性疼痛治療剤『タリージェ錠』 
 講演                       座長  有吉クリニック 院長 有吉 俊一 
「神経障害性疼痛の薬物療法～診断のコツとポイント～」 
                  佐世保共済病院 ペインクリニック麻酔科 部長 境 徹也 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 ６.２０（木） 

１８時５０分 

千草ホテル 

本館２階 「光琳の間」 
八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、ノバルティスファーマ㈱〉 
 製品説明：『エクメット配合錠』について（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）                       座長  今井医院 今井 伸恵 

 「多血症をみたときは～骨髄増殖性疾患について～」JCHO 九州病院 血液・腫瘍内科 小川 亮介 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 ６.２７（木） 

１９時 

千草ホテル 

別館２階 「ルミネスタ」 
八幡整形外科医会 6 月例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡医師会、大正製薬㈱〉 
 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 10 分～）             座長  田原整形外科医院 院長 田原 敬士 

 「変形性膝関節症の保存療法と手術のタイミング」   
福岡大学医学部 整形外科学教室 講師 前山 彰 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

産医大 ６.１８（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 講義室 

 

第 487 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：脳神経内科、心療内科〉 
 テーマ「運動ニューロン疾患（筋委縮性側索硬化症）」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(1.5 単位)≫ 

 ６.１９（水） 
１９時 

産業医科大学 
２号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 67 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 肺炎」     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．「細菌性肺炎の１例」 
 ２．「非定型肺炎の１例」 
≪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)･47(0.5 単位)･49(0.5 単位)≫ 

 ６.２８（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 39 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、第一三共㈱〉 

 症例発表（19 時～）         座長  産業医科大学 腎センター部長・准教授 宮本 哲 
 「当院での腎血管性高血圧症例」            産業医科大学 第２内科学 岡部 宏樹 
 教育講演（19 時 15 分～） 
 「アルドステロン関連高血圧の診断と治療～MR 拮抗薬への期待～」 
                          おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
 特別講演（19 時 45 分～）         座長  産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 
 「高血圧ガイドライン 2019 の応用と課題」    製鉄記念八幡病院 理事長・病院長 土橋 卓也 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･74(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

その他 ６.２２（土） 
１８時３０分 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 

 

第 42 回福岡大学医学部同窓会「烏帽子会」北九州支部総会・記念学術講演 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 

 総会（18 時～） 
 記念学術講演（18 時 30 分～）  
 「難症例に対する脳神経外科手術」 
      福岡大学医学部 脳神経外科 准教授、福岡大学病院 脳神経外科 診療教授 安部 洋 

 ６.２５（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 591 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』 
 演題                            司会  萩原中央病院 森田 恵美子 
 １．「SU 薬による低血糖の１例」               製鉄記念八幡病院 坂本 和可子 
 ２．「内科医から見た肥満外科手術～動脈硬化リスク管理の観点から～」 
  国立病院機構小倉医療センター 糖尿病・内分泌代謝内科 医長 糖尿病センター長 的場 ゆか 

Ｎｏ．３ 


