
 
 

◇ 令和元年７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 ７.２（火） 
１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 
５階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 134 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．「甲状腺全摘術を必要とした橋本病急性増悪の症例」 
         やました甲状腺病院 大迫 智弘、橘 正剛、森 祐輔、進藤 久和、佐藤 伸也、 

髙橋 広、山下 弘幸 
 ２．「分子標的薬治療により約 4年の延命を得た再発甲状腺癌の症例」 

北九州市立医療センター 古賀 健一郎 
 ３．「胸腺腫の術後経過中に遠隔転移巣により偶発的に診断に至った甲状腺癌の症例」 
                戸畑共立病院 片山 直美、三宅 育代、藤本 好史、森光 洋介 
 ４．「バセドウ病術後の甲状腺ホルモン内服自己中断後に発症した pretibial myxedema の症例」 
           門司メディカルセンター 内科/産業医科大学 第１内科学講座 新生 忠司 
           芦屋中央病院 内科 松下 幸司、山陰労災病院 腎臓内科 山本 直 
           産業医科大学 第１内科学講座 岡田 洋右、田中 良哉 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･15(0.5 単位)･19(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ７.３（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 

第 51 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、ノバルティスファーマ㈱、大正製薬㈱〉 

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 
「当科における高齢者、腎機能障害患者への SGLT-2 阻害薬の使用経験」 
                         産業医科大学 第１内科学講座 西尾 公佑 
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 
「超高齢社会の糖尿病診療」  久留米大学病院 内分泌代謝内科・糖尿病センター 教授 野村 政壽 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 ７.４（木） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 

【北九州市医師会介護保険 
かかりつけ医指定研修会】 

第 1 回主治医意見書記載研修会〈主催：市医師会〉 
講演 
１．「介護保険制度について」             北九州市保健福祉局介護保険課認定審査係 
２．「これだけは知っておきたい主治医意見書記入のポイント」 
            北九州市医師会高齢社会対策委員会委員・門司区医師会理事 鵜木 秀明 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･29(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ７.５（金） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 

第 18 回乳癌の画像診断最前線～in Kitakyushu～〈共催：乳癌の画像診断最前線、市医師会、 
第一三共㈱〉 

製品紹介：線状型非イオン性造影剤『オムニスキャン』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）      座長  北九州市立医療センター 外科 部長 齋村 道代 
「乳癌の MRI：ハイリスク検診と MR ガイド下生検」  

相良病院附属ブレストセンター 放射線科 部長 戸﨑 光宏 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ７.５（金） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 7 回北九州脈管と血栓塞栓症研究会〈共催：北九州脈管と血栓塞栓症研究会、市医師会、 
バイエル薬品㈱〉 

一般講演（19 時 05 分～）        座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 
１．「繰り返す脳梗塞の塞栓源として大動脈弁に付着する CAT が想定された症例」 
                      製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科 横井 美央 
２．「病理標本からみる血栓塞栓症」           九州労災病院 脳血管内科 司城 昌大 
特別講演（19 時 35 分～）      座長  JCHO 九州病院 循環器科 診療部長 宮田 健二 
「Onco-Cardiology～がん研有明病院での経験より～」 
               がん研究会有明病院 腫瘍循環器・循環器内科 部長 志賀 太郎 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ７.９（火） 
１８時３０分 
 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 18 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー〈共催：ﾒﾃﾞ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、NPO 法人 KRICT、杏林製薬㈱〉 

 製品説明：ノンアルコール手指衛生剤『ノアテクトプロ』（18 時 30 分～） 
 講演（18 時 40 分～）                座長  小倉記念病院 CNIC 溝口 裕美 

介護老人保健施設正寿園 松浦 達子 
 １．「疥癬対策の基本」                産業医科大学病院 CNS 江藤 宏一郎 
 ２．「見落とさないで！角化型疥癬」            八幡慈恵病院 検査科 多田 利治 
 ３．「油断できない疥癬対策」           門司メディカルセンターCNIC 下津 武津美 
 ４．「塾長のちょっとためになる話～その４～」     北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 
 Q＆A コーナー  座長 KRICT 本部事務局 元石 和世、北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
 ５．「麻疹・風疹の流行について」            産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
≪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)≫ 

 ７.１２（金） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ダイヤモンド」 

 
 
 
 

第 295 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、久光製薬㈱〉 
 情報提供：アレルギー性鼻炎治療剤『アレサガテープ』（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）           座長  北九州耳鼻咽喉科臨床懇話会 会長 鳥居 浩 
 「アレルギー性鼻炎治療における抗ヒスタミン薬アップデート」 
             日本医科大学大学院医学研究科 頭頸部・感覚器科学 准教授 後藤 穣 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…39(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

 ７.１６（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 

令和元年度第１回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 237 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、オリンパス㈱〉 

情報提供：『高額修理の事例から学ぶ、内視鏡故障予防』（18 時 45 分～） 
講演（19 時～）                座長  なす内科クリニック 院長 奈須 俊史 
「ポストピロリ時代のスクリーニング内視鏡と胃病変」  
                    済生会福岡総合病院 消化管内科主任部長 吉村 大輔 

≪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)≫ 

 ７.１８（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「クリスタルホール」 

 
 
 

7 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、佐藤製薬㈱、エーザイ㈱〉 
製品紹介：経口抗真菌剤『ネイリンカプセル 100 ㎎』 

 特別講演               座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信 
 「爪白癬の治療について～内服か、外用か～」    
               九州大学病院 油症ダイオキシン研究診療センター 准教授 辻 学 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年７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 ７.１９（金） 
１９時 

 
＜演題等変更＞ 

ステーションホテル小倉 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 27 回北九州スポーツリハビリテーション研究会〈共催：北九州スポーツリハビリテーション研究会、
市医師会、科研製薬㈱〉 

 製品紹介：関節機能改善剤『アルツディスポ関節注 25 ㎎』（18 時 45 分～） 
 一般演題（19 時～）     司会  北九州市立医療センター 整形外科 主任部長 西井 章裕 
 １．「解剖とバイオメカニクスの新知見からみた股関節機能診断」 
                         産業医科大学若松病院 整形外科 宇都宮 啓 
 ２．「深臀部症候群 Deep gluteal syndrome の診断と超音波診察」  

産業医科大学若松病院 整形外科 内田 宗志 
 特別講演（20 時～）                司会  九州労災病院 整形外科 森 達哉 
 「スポーツリハビリテーションにおけるエコーの役割」 
                至学館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科 教授 後藤 英之 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･15(0.5 単位)･61(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 ７.２４（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 

福岡県内科医会北九州ブロック学術講演会〈共催：県内科医会北九州ブロック、市医師会、 
マイラン EPD 合同会社〉 

 製品紹介：『アミティーザカプセル』（18 時 50 分～） 
 演題１（19 時～）                      小倉きふね病院 院長 松井 豊 
 「ガイドラインに基づく慢性便秘症診療」 
                  北九州市立医療センター 消化器内科 統括部長 秋穂 裕唯 
 演題２（19 時 30 分～）               座長  沖田クリニック 院長 沖田 聡 
 「腸内フローラと慢性便秘症」  
           京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学教室 准教授 内藤 裕二 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…54(0.5 単位)･73(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

門 司 ７.２２（月） 
７．８（月） 

１９時 
＜日程変更＞ 

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 

小 倉 ７.１８（木） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

小倉医師会介護サービス 
総合センター ２階 

 

第 6 回小倉ポリファーマシー対策研修会〈主催：小倉医師会〉 
 演題「みんなでポリファーマシーをやっつけよう」 
                   洛和会 丸太町病院 救急・総合診療科 部長 上田 剛士 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(1.0 単位)･9(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ７.２５（木） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 

第 423 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 「重症心身障害・発達障害の臨床における小児科の役割～総合療育センター小児科の現状～」 
                       北九州市立総合療育センター 小児科 友納 優子 

八 幡 ７.２（火） 
１９時 

 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

八幡認知症研究会〈共催：八幡医師会、八幡認知症研究会、エーザイ㈱〉 
 講演（19 時～）                   座長  八幡厚生病院 理事長 齊藤 雅 
 「認知症の人とご家族への支援～認知症専門医との関わりを通して～」 
                     八幡医師会介護保険総合センター 管理者 若杉 麻紀 
特別講演（19 時 20 分～）               座長  八幡厚生病院 理事長 齊藤 雅 

 １．「認知症初期集中支援チームの仕組みについて」 
            小倉蒲生病院 リハビリテーション医療部 医療福祉課 課長 和田 洋臣 
 ２．「BPSD の治療と対応」                  小倉蒲生病院 院長 井田 能成 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･13(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 ７.８（月） 
１９時 

 

千草ホテル 
別館１階 「鶴の間」 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 11 回肝疾患合併症を考える研究会〈共催：肝疾患合併症を考える研究会、八幡医師会、大塚製薬㈱〉 
                     総合司会  戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
情報提供：『サムスカ錠』に関する話題（19 時～） 

 演題（19 時 20 分～） 
 １．「肝硬変に合併する代表的な感染症：特発性細菌性腹膜炎の検討」 
                           JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則 
 ２．「IPNB の最近の知見～当院における症例をふまえて～」 
             北九州市立八幡病院 外科/消化器肝臓病センター 外科部長 野口 純也 
≪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)≫ 

 ７.１７（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

八幡臨床外科医会７月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：不眠症治療薬『ルネスタ錠』 
 特別講演                     座長  ひらたクリニック 院長 平田 静弘 
 「不眠症の薬物療法におけるマネジメント（平成 30 年度診療報酬改定を受けて）」 
                  久留米大学医学部 神経精神医学講座 准教授 小曽根 基裕 
≪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)≫ 

 ７.１８（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」 

 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、バイエル薬品㈱〉 
 製品紹介：『イグザレルト錠』の情報提供（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                  座長  野田医院 理事長 西田 英一 
 「新しいガイドラインを踏まえての、心房細動に対するカテーテルアブレーションの治療戦略」 
                            JCHO 九州病院 内科 医長 菊池 幹 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 ７.２３（火） 
１９時 

 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 

 
 

八幡小児科医会・産婦人科医会合同学術講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡産婦人科医会、 
八幡医師会、MSD㈱〉 

 製品紹介：『ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）           座長  ともなが小児科医院 院長 朝長 恭二 
 「日本と世界における HPV ワクチンの現状」 
                   久留米大学医学部 産婦人科学講座 主任教授 牛嶋 公生 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ７.３１（水） 
１８時４５分 

千草ホテル 
別館２階 「ルミネスタ」 

八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡医師会、バイエル薬品㈱〉 
 製品紹介：『ヤーズフレックス配合錠』（18 時 30 分～） 
一般演題（18 時 45 分～）   座長  エンゼル病院 院長/八幡産婦人科医会 会長 坂井 和裕 
「出生前診断の現状と今後の展望」  九州大学環境発達医学研究センター 特任教授 小川 昌宣 
特別講演（19 時 45 分～）          座長  産業医科大学 産婦人科学 教授 吉野 潔 

 「月経困難症、月経前症候群患者の外来対応について～女性の QOL 向上を目指して～」 
                       田坂クリニック 産婦人科・内科 院長 田坂 慶一 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･70(0.5 単位)･71(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 令和元年７月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
 
≪令和元年８月分≫ 
区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

その他 ８.２（金） 

１９時 

北九州市立医療センター 

別館６階 講堂 

≪要事前申込み：7/26 まで≫ 

FAX：0120-229-822 

JCHO 九州病院がん相談支援センター宛 

肺がん地域連携クリティカルパス（術後 UFT）合同説明会〈共催：県がん診療連携協議会、 
 北九州ブロック地域がん診療連携拠点病院、よりよい地域医療を応援する会〉 

 内容：がん地域連携クリティカルパスの説明 
 ・福岡県がん地域連携クリティカルパス 運用状況、満足度調査結果 
 ・肺がん地域連携クリティカルパス（術後経過観察パス）（術後補助療法 UFT パス） 

 

カリキュラムコード（略称CC)     

１ 医師のプロフェッショナリズム ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷 

２ 医療倫理：臨床倫理 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡 

３ 医療倫理：研究倫理・生命倫理 ３１ めまい ５９ 背部痛 

４ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３２ 意識障害 ６０ 腰痛 

５ 心理社会的アプローチ ３３ 失神 ６１ 関節痛 

６ 医療制度と法律 ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害 

７ 医療の質と安全 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ 

８ 感染対策 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿 

９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉 

１１ 予防と保健 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿 

１２ 地域医療 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急 

１３ 医療・介護・福祉の連携 ４１ 嗄声 ６９ 不安 

１４ 災害医療 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ） 

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産 

１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害 

１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理 

１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症 

１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症 

２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病 

２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症 

２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症 

２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息 

２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療 

２５ リンパ節腫張 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア 

２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣 

２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む） 

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ０ その他 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

若 松 ７.１９（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

 

令和元年度第 2 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：『フィコンパ』について最近の話題（18 時 45 分～） 
講演 
１「高齢者疾患（てんかん・不眠）について」  

 ２「産業医科大学病院認知症センターの現状について」  
産業医科大学病院 認知症センター 助教 武井 崇展 

産医大 ７.１６（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

第 488 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：血液内科〉 
 テーマ「MDS の診断と治療」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･19(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

その他 ７.２３（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 592 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：『ビクトーザ皮下注 18 ㎎』 
 演題                     司会  門司メディカルセンター 内科 新生 忠司 
 １．「低血糖脳症をきたした IgG 関連疾患の一症例（仮）」門司メディカルセンター 内科 須貝 慧 
 ２．「蓄尿に基づく糖尿病透析予防外来を継続している早期腎症の経過について」 
                                  中間市立病院 瓜生 康平 

 ７.３１（水） 

１９時 

JCHO 九州病院 

別館４階 講堂 

≪要事前申込み：7/26 まで≫ 

FAX：0120-229-822 

JCHO 九州病院がん相談支援センター宛 

肺がん地域連携クリティカルパス（術後 UFT）合同説明会〈共催：県がん診療連携協議会、 
 北九州ブロック地域がん診療連携拠点病院、よりよい地域医療を応援する会〉 

 内容：がん地域連携クリティカルパスの説明 
 ・福岡県がん地域連携クリティカルパス 運用状況、満足度調査結果 
 ・肺がん地域連携クリティカルパス（術後経過観察パス）（術後補助療法 UFT パス） 

Ｎｏ．３ 


