◇ 令和元年９月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区
市

別
医

日
時
９.６（金）
１９時

場
所
KMM ビル
４階会議室

※会費 500 円
９.６（金）
１８時４５分

市立商工貿易会館
２階 「多目的ホール」

※会費 500 円
９.６（金）
１９時

小倉医師会館
５階 講堂

※会費 500 円
９.６（金）
１９時

TKP 小倉シティセンター
６階 「KOKURA ホール」

※会費 500 円
９.８（日）
１３時３０分

黒崎ひびしんホール
大ホール

９.１０（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階 「多目的ホール」

＜追

加＞

講

演

内

容

第 30 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
飯塚病院 循環器内科部長 井上 修二朗
１．「心サルコイドーシスに伴う完全房室ブロックに対する内服加療について」
小倉記念病院 循環器内科 藤岡 慎平
２．「心筋炎の一例」
飯塚病院 循環器内科 古川 正一郎
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
「心不全の緩和ケア～現状とこれからの課題～」
佐賀大学医学部 先進心不全医療学講座 教授 琴岡 憲彦
≪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)≫
第 122 回北九州外科研究会〈共催：北九州外科研究会、市医師会、科研製薬㈱、㈱ヤクルト本社〉
製品紹介（18 時 45 分～）
演題発表（19 時～）
１．「呼吸器外科におけるロボット支援手術：当院での経験から」
産業医科大学 第２外科学教室 田中 文啓
２．「術前診断が困難であったリンパ節転移を伴う胃神経内分泌腫瘍の一例」
九州労災病院 外科 藤本 崇聡、消化器内科 安部 周壱、病理診断科 槇原 康亮 他
３．「後腹膜パラガングリオーマの一例」
新小倉病院 外科 横田 太郎 他
４．「動脈硬化血栓塞栓リスクを有する進行結腸癌・同時性多発肝転移症例に対し、集学的治療により
R0 切除を行い得た一例」
５．「外傷性胆嚢穿孔の一例」
産業医科大学 第１外科学教室 塚本 哲平
６．「原発巣切除９年で肝再発を来した小腸 GIST の一例」
北九州市立医療センター 外科 米田 政弘、病理診断科 峰 真理 他
７．「抗 IL-6 抗体による消化管穿孔の二例」
北九州総合病院 外科 藤本 勝士 他
８．「直腸癌術後経過中に発見し診断に苦慮した膵頭部腫瘍の一例」
下関市立市民病院 外科 持留 直希 他
９．「外傷性大腸穿孔のマネージメント」
健和会大手町病院 外科 梅田 滉弥 他
10.「腹腔鏡補助下手術で切除した盲腸癌腸重積症の一例」 JR 九州病院 外科 自見 政一郎 他
11.「前立腺全摘術後に対する腹腔鏡下ヘルニア根治術（TAPP）の検討」
北九州市立八幡病院 外科 榊原 優香 他
12.「繰り返すイレウスを契機にクローン病の診断に至った一例」
JCHO 九州病院 外科 西村 志帆 他
レクチャー
座長
九州労災病院 副院長 福山 時彦
「大腸癌術後補助化学療法（仮）」
産業医科大学 第１外科学教室 助教 秋山 泰樹
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･16(0.5 単位)･28(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫
第 41 回北九州糖尿病治療懇話会〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、市薬剤師会、県栄養士会、
県臨床衛生検査技師会、北九州 CDE の会、ノボ ノルディスクファーマ㈱〉
情報提供：『ヒト GLP-1 アナログ注射液』（18 時 45 分～）
一般演題（19 時～）
座長
萩原中央病院 糖尿病・代謝内科 森田 恵美子
１．「高齢糖尿病患者への支援～在宅部門との連携を中心に～」
健和会大手町病院 糖尿病看護認定看護師 十時 綾子
２．「高齢者のインスリン導入に関して工夫していること」 杉本クリニック 看護師長 池田 志穂
特別講演（19 時 40 分～）
座長
萩原中央病院 糖尿病・代謝内科 森田 恵美子
「病態から考える高齢糖尿病患者の療養指導」
嶋田病院 内科部長 赤司 朋之
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫
第 13 回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、第一三共㈱、
帝人在宅医療㈱、フィリップス・レスピロニクス合同会社、フクダライフテック九州㈱〉
情報提供：『ミネブロ錠』について（18 時 50 分～）
一般講演（19 時～）
座長
霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹
「高血圧・脳卒中・心血管病と SAS の関係」 福岡大学医学部 衛生・公衆衛生学 准教授 吉村 力
特別講演（19 時 30 分～）
座長
高野内科クリニック 院長 高野 健太郎
「オーストラリアの大規模臨床試験（SAVE,CHOSA,INTERACT2）から学んだこと」
福岡大学医学部 衛生・公衆衛生学 主任教授 有馬 久富
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･73(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫
市民公開講座「地域で取り組もう！子ども虐待予防」〈共催：市医師会、八幡医師会、北九州市〉
座長
北九州市医師会 理事 吉田 雄司、北九州地区小児科医会 会長 三宅 巧
基調講演（13 時 30 分～）
「子ども虐待と支援への歩み」
北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター長 神薗 淳司
特別講演（13 時 45 分～）
「地域で取り組む虐待予防～聞こえますか？親子からの SOS～」
四国こどもとおとなの医療センター 育児支援対策室長 木下 あゆみ
シンポジウム（14 時 30 分～）
１）「北九州市子どもを虐待から守る条例について」
北九州市子ども家庭局 児童虐待防止担当参事 小坪 浩子
２）「北九州市における児童虐待の現状と取り組みについて」
北九州市子ども総合センター 児童虐待対策担当課長 菊原 康弘
３）「福岡県こども虐待予防拠点病院の活動について」
北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター部長 一木 邦彦
４）「警察における児童虐待への関わり」
福岡県警察本部少年課 課長補佐 冨永 正之
５）「子ども虐待への検察の役割」
福岡地検小倉支部 検事 長谷川 美裕
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…69（1.0 単位）≫
令和元年度第１回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 238 回生涯教育講座
〈共催：市医師会、オリンパス㈱〉
情報提供：『内視鏡洗浄消毒時の注意点』
（18 時 45 分～）
講演（19 時～）
座長
製鉄記念八幡病院 消化器内科部長 内視鏡センター長 中村 滋郎
「知っておきたい大腸の腫瘍（様）病変の画像診断」
福岡山王病院 副院長・消化器内科部長 小林 広幸
≪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)･54(0.5 単位)≫

◇ 令和元年９月分市医及び各区講演会一覧表
区
市

別
医

日
時
９.１１（水）
１９時

場
所
KMM ビル
４階 会議室

※会費 500 円
９.１１（水）
１９時

ステーションホテル小倉
５階 「飛翔の間」

９.１２（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」

９.１３（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉

＜演題決定＞

９.１７（火）
１９時

TKP 小倉シティセンター
５階 「K-1 会議室」

９.１８（水）
１９時

パークサイドビル
９階 中・小会議室

９.１９（木）
１９時

９.２０（金）
１８時３０分

９.２０（金）
１９時

※会費 500 円
リーガロイヤルホテル小倉

小倉医師会館
４階 第２会議室

ステーションホテル小倉
５階 「飛翔の間」

※会費 500 円
９.２０（金）
１９時１５分

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ
新館３階 「月華」

＜講師決定＞

９.２６（木）
１９時

パークサイドビル
９階 大会議室

講

演

◇
内

Ｎｏ．２
容

北九州胃腸懇話会 9 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、小倉記念病院 消化器内科 白井 保之
症例検討（３題予定）
教育講演
「compton 嚢？」
小倉記念病院 消化器内科 白井 保之
≪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)≫
第 26 回豊の国糖尿病と腎研究会〈共催：豊の国糖尿病と腎研究会、市医師会、アステラス製薬㈱〉
製品紹介：選択的 DPP-4 阻害剤/選択的 SGLT2 阻害剤配合剤『スージャヌ錠』について（19 時～）
特別講演（19 時 15 分～）
座長
小倉第一病院 理事長 院長 中村 秀敏
「CKD 患者の治療戦略～新規糖尿病治療薬を踏まえて～」
九州大学大学院病態機能内科学（第二内科）併任講師 中野 敏昭
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫
9 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、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』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 教授 中村 元信
「ZAP 診療 Up-to-date」
愛知医科大学 皮膚科学講座 教授 渡辺 大輔
≪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)≫
第 2 回北九州膵疾患懇話会〈共催：北九州膵疾患懇話会、市医師会、マイラン EPD 合同会社〉
製品説明：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（19 時～）
座長
北九州市立医療センター 消化器内科 部長 植田 圭二郎
「膵疾患の疑問解消！！診断と治療のコツ～患者からのシグナルを見逃さないために～」
福岡山王病院 肝胆膵内科神経内分泌腫瘍ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ長 国際医療福祉大学 消化器内科
教授 伊藤 鉄英
講演２（19 時 30 分～）
座長
産業医科大学 病理診断科 講師 松山 篤二
「膵腫瘍の病理診断とその課題～消化器 WHO 分類 2019 での改定点もふまえて～」
自治医科大学医学部 病理学・病理診断部 教授 福嶋 敬宜
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･51(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫
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、
ノバルティスファーマ㈱、大日本住友製薬㈱〉
情報提供：『DPP-4 阻害薬/ビグアナイド薬配合錠』について
講演
座長
山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操
「高齢者の糖尿病治療～メトホルミンを含めて～」
北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 足立 雅広
特別講演
座長
高野内科クリニック 院長 高野 健太郎
「夜間を中心に考えた糖尿病治療～見逃されがちな睡眠時障害を含めて～」
愛媛大学大学院 医学系研究科 地域医療学講座 准教授 古川 慎哉
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(0.5 単位)･20(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫
第 42 回北九州胸部疾患研究会〈共催：北九州胸部疾患研究会、市医師会、中外製薬㈱〉
司会
飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野 和則
基調講演（19 時～）
「ALK 陽性肺癌の治療戦略」
飯塚病院 呼吸器内科 吉峯 晃平
一般演題（19 時 50 分～）
１．「DIC を来した小細胞肺癌の１例」
JCHO 九州病院 呼吸器内科 島内 淳志
２．「胸腺に対する胸腔鏡手術～特に重症筋無力症における上極の視野展開～」
小波瀬病院 呼吸器外科 医長 田村 和貴
≪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)≫
北九州市泌尿器科医会・令和元年度第 3 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、武田薬品工業㈱〉
講演
座長
産業医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本 直浩
「前立腺癌治療における骨管理」
帝京大学医学部 泌尿器科学講座 主任教授 中川 徹
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･77(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫
第 344 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㈱〉
一般演題（18 時 30 分～）
ミニレクチャー（19 時 30 分～）
「全脳 ASL（arterial spin labeling）灌流画像を用いた経時的評価」
九州労災病院 放射線科 中西
≪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)≫

麻子

第 42 回北九州糖尿病の集い〈共催：北九州糖尿病の集い、市医師会、
北九州糖尿病療養指導士認定委員会、大日本住友製薬㈱〉
製品紹介：『メトグルコ』の適正使用関連情報～アルコール、脱水、周術期、シックデイ～（19 時～）
特別講演（19 時 10 分～）
座長
横溝内科クリニック 院長 横溝 由史
「小児・若年者の２型糖尿病の最近の話題」
東京女子医科大学東医療センター 小児科 教授 杉原 茂孝
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫
第 296 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、
Meiji Seika ファルマ㈱〉
製品説明（19 時 15 分～）
一般演題（19 時 30 分～）
座長
鳥居耳鼻咽喉科医院 院長 鳥居 浩
「外耳道癌 23 例の臨床統計（仮）
」
産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 赤池 亮太
特別講演（20 時～）
座長
鳥居耳鼻咽喉科医院 院長 鳥居 浩
「アレルギー性鼻炎に対する抗ヒスタミン薬の考え方（仮）
」
福岡大学筑紫病院 耳鼻いんこう科 診療部長 澤津橋 基広
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…39(1.0 単位)･46(0.5 単位)≫
令和元年度北九州市医師会医業経営講演会〈主催：市医師会〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 福地 靖範
１．「事例を踏まえた医療法人の事業承継の実状」
株式会社野村資産承継研究所 税理士・公認会計士 成清 紘介
２．「令和の経済動向と投資戦略」
野村證券株式会社 投資情報部長 西澤 隆
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･9(0.5 単位))･0(0.5 単位)≫

◇ 令和元年９月分市医及び各区講演会一覧表
区
市

別
医

日
時
９.２７（金）
１９時

９.２７（金）
１９時

＜追

門

小

八

司

倉

幡

Ｎｏ．３

場
所
講
演
内
容
リーガロイヤルホテル小倉
第 259 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、大正製薬㈱〉
３階 「エンパイアルーム」
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
九州労災病院 院長 岩本 幸英
「変形性膝関節症の病態と治療戦略」
京都大学大学院医学研究科 整形外科学教授 松田 秀一
≪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)≫
※会費 1,000 円
リーガロイヤルホテル小倉 第 80 回北九州小児神経懇話会〈共催：北九州小児神経懇話会、市医師会、大塚製薬㈱、ﾕｰｼｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱〉
情報提供：『イーケプラ点滴静注』における有用性（18 時 45 分～）
症例発表（19 時～）
座長
小倉医療センター 小児科 医長 渡辺 恭子
１．「薬剤過敏症候群を疑ったラファロ病の１症例」
北九州市立八幡病院 小児科 八坂 龍広
２．「結節性硬化症のウエスト症候群に対しビガバトリンと ACTH 療法を併用した１例」
産業医科大学 小児科 五十嵐 亮太
特別講演（19 時 30 分～）
座長
産業医科大学 ｴｺﾁﾙ調査ｻﾌﾞﾕﾆｯﾄｾﾝﾀｰ 特任教授 下野 昌幸
「地域で支える発達障害臨床」
西川医院 発達診療部・発達障害研究センター 診療部長・センター長 林 隆
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･35(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫

＜演題変更＞

９.２８（土）
１６時

◇

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「クリスタル」

加＞

第 42 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〉
特別講演（16 時～）
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
「脊髄損傷のリハビリテーション障害と就労の両立支援の意義」
吉備高原医療リハビリテーションセンター 副院長 古澤 一成
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)≫

９.３（火）
１９時

※会費 500 円
門司区医師会館
３階 講堂

９.９（月）
１９時

門司区医師会館
３階 研修室

９.１２（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
辻医院 辻 雄一郎
≪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)≫

９.１８（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：門司区医師会、門司区内科医会、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：経口 FXa 阻害剤『エリキュース錠』（19 時～）
特別講演（19 時 15 分～）
座長
門司メディカルセンター 循環器内科 主任部長 渡部 太一
「静脈血栓塞栓症とがん」
小倉記念病院 循環器内科 副部長 平森 誠一
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫

９.２６（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

９.２７（金）
１９時

TKP 小倉シティセンター
５階 「K-1 会議室」

９.７（土）
１８時

千草ホテル
本館２階 「光琳の間」

９.１９（木）
１８時４５分

千草ホテル
別館２階 「ルミネスタ」

９.２４（火）
１９時

八幡医師会館
３階 情報処理室

９.２８（土）
１４時２０分

八幡医師会館
３階 情報処理室

※会費 1,000 円

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：『タリージェ錠』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
「神経障害性疼痛治療における神経保護作用と運動の意義」
九州労災病院 勤労者骨・関節疾患治療研究センター 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)…60(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫
＊骨関節レントゲンカンファランス

第 424 回小倉小児科医会臨床懇話会
演題
１．「左肺無形成を伴った先天性食道閉鎖症（Gross A 型）の一例」
北九州市立医療センター
２．「治療に難渋した重症漏斗胸の一例」
北九州市立医療センター
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…72(1.0 単位)≫

小児外科
小児外科

石本
田口

健太
匠平

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会〈共催：小倉医師会、小倉内科医会、小倉感染症ｱｰﾍﾞﾝﾄ、MSD㈱〉
製品紹介：『ザバクサ配合点滴静注用』（18 時 50 分～）
特別講演１（19 時～）
座長
高野内科クリニック 院長 高野 健太郎
「当院における抗菌薬適正使用と感染対策について」小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章
特別講演２（19 時 30 分～）
座長
小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章
「腸内細菌叢と疾病～Clostridioides difficile 感染症も含めて～」
愛知医科大学病院 感染症科/感染制御部 教授（特任）山岸 由佳
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫
八幡小児科医会“夏の記念講演会”〈主催：八幡小児科医会〉
特別講演（19 時～）
「放射線被爆の健康影響」
広島大学 原爆放射線医科学研究所

教授

田代

聡

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉
情報提供：『ミネブロ錠』について（18 時 45 分～）
特別講演（19 時～）
座長
まつもと内科クリニック 院長 松元 茂
「JSH2019 をもとに次のステップへ～MRB を使いこなすためには？～」
おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫
八幡プライマリケアカンファレンス〈共催：八幡プライマリケアカンファレンス、八幡医師会〉
話題提供１
司会
野田医院 院長 西田
「めまいの診断と治療 耳鼻科の立場から」
製鉄記念八幡病院 耳鼻咽喉科部長 梅野
話題提供２
司会
福地内科循環器科医院 院長 福地
「めまいと脳卒中」
製鉄記念八幡病院 脳血管・神経内科部長 荒川
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…31(0.5 単位)･38(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫

英一
好啓
靖範
修治

北九州高齢者薬物療法研究会第５回講演会〈共催：北九州高齢者薬物療法研究会、八幡医師会、
八幡薬剤師会、福岡県病院薬剤師会、洞薬会、東和薬品㈱〉
特別講演（14 時 40 分～）
１．「EWTOPIA75 の結果と高齢者の脂質異常症治療戦略」
北九州市立八幡病院 副院長 循環器内科 太﨑 博美
２．「改定ガイドラインに基づく高齢者高血圧の治療戦略」
製鉄記念八幡病院 理事長・病院長 𡈽橋 卓也
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(1.0 単位)･75(1.0 単位)≫

◇ 令和元年９月分市医及び各区講演会一覧表
区

別

産医大

日
時
９.１７（火）
１８時３０分

場
所
産業医科大学
２号館 2208 教室

講

演

◇
内

Ｎｏ．４
容

第 489 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉
テーマ「SGLT2 阻害薬の有効的な使い方」
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(1.0 単位)･82(0.5 単位)≫

