
 
 

◇ 令和元年１０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 １０.４（金） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「オーキッド」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 4 回北九州呼吸器病研究会〈共催：北九州呼吸器病研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉 
 情報提供（19 時～） 
一般演題（19 時 10 分～）  座長  国立病院機構小倉医療センター 呼吸器科 医長 日髙 孝子 
１．「医療介護関連肺炎におけるエンピリック治療と肺炎死亡との関連について」 
                           戸畑総合病院 呼吸器内科 野口 真吾 
２．「2018 年度当院におけるインフルエンザ関連死の検討」 

済生会下関総合病院 呼吸器科 宇山 和宏 
 ３．「当科で経験したリンパ脈管筋腫症のまとめ」    飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野 和則 
特別講演（19 時 40 分～）       座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
「間質性肺疾患の早期発見および病診連携～特発性肺線維症を中心に～」 

 自治医科大学医学部 内科学講座 呼吸器内科学部門 教授 坂東 政司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･45(0.5 単位)≫ 

 １０.５（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（秋）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
演題（18 時～） 
「糖尿病網膜症検査と治療のアップデート」 

福岡大学筑紫病院 眼科 診療部長・准教授 久冨 智朗 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 １０.８（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイア」 

 
 
 

第 213 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、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  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 
「神経障害をきたす脊椎疾患の診断と治療～薬物療法のストラテジーと手術療法～」 
                      産業医科大学 整形外科学 准教授 中村 英一郎 

≪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)≫ 

 １０.９（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 10 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  九州労災病院 消化器内科 板場 壮一、産業医科大学 第３内科学 渡邊 龍之 

症例検討（３題予定） 
教育講演 
「免疫チェックポイント阻害薬による irAE 腸炎の臨床像」 産業医科大学 第３内科学 渡邊 龍之 

≪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)≫ 

 １０.１１（金） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

令和元年度第 2 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 102 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  福岡新水巻病院 放射線科 武田 宏之、産業医科大学 第１外科学 田村 利尚 
症例提示 
１．「分子標的薬治療と腫瘍摘出術を施行した肝細胞癌腹膜播種の一例」 
                          製鉄記念八幡病院 肝臓内科 大穂 有恒 
２．「多発性肝結節性病変の１例」             戸畑共立病院 放射線科 内山 大治  
３．「肝内胆管腫瘍の１切除例」                小倉記念病院 外科 中村 直人 
教育講演 
「肝腫瘍に対する外科治療（仮）」            産業医科大学 第１外科学 田村 利尚 

≪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)≫ 

 １０.１６（水） 
１９時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 7 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、 
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱〉 

製品説明（19 時～） 
一般演題（19 時 15 分～）           座長  北九州市立八幡病院 外科 野口 純也 

九州労災病院 外科 中島 洋 
 １．「膵切除後の残膵に発生した膵癌に対する手術」       九州労災病院 外科 中島 洋 
 ２．「当院における門脈浸潤を伴う膵頭部癌の治療成績と門脈再建法の工夫」 
                          北九州市立医療センター 外科 小薗 真吾 
 ３．「小児の腹腔鏡下胆道拡張症手術の経験」        北九州市立八幡病院 外科 新山 新 
≪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)≫ 

 １０.１７（木） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 

令和元年度北九州周産期母子医療講習会〈主催：市医師会〉 
 講演                       司会  北九州市医師会 理事 末永 俊郎 
１．「エコチル調査からわかったこと」  

産業医科大学 総合周産期母子医療センター MFICU 室長 柴田 英治 
 ２．「生まれて５日までの赤ちゃんのケアに必要な知識」 
              産業医科大学 総合周産期母子医療センター NICU 室長 荒木 俊介 

 １０.１７（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 

10 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、アッヴィ合同会社〉 
製品紹介：『スキリージ皮下注 75 ㎎シリンジ 0.83ml』について（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）          座長  産業医科大学 皮膚科 教授 中村 元信 
「炎症性皮膚疾患の新しい治療～乾癬と化膿性汗腺炎～」 
                      福岡大学医学部 皮膚科学教室 教授 今福 信一 

≪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)≫ 

 １０.１８（金） 
１８時４５分 
 

産業医科大学 
2 号館 2208 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 22 回北九州 ER～CRITICAL CARE CONFERENCE～〈共催：北九州 ER～Critical Care Conference、 
市医師会、大塚製薬㈱〉 

情報提供：『イーケプラ点滴静注』について（18 時 45 分～） 
特別講演１（19 時～）         座長  産業医科大学 救急医学講座 教授 真弓 俊彦 
「2020 年東京オリンピック・パラリンピックへ向けて集団災害医療対策はどうあるべきか（仮）」 
        東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 救急災害医学分野 教授 大友 康裕 
特別講演２（19 時 50 分～）             座長  産業医科大学 救急科 賀久 道明 
「九州における災害と九州大学復興支援団の活動」 

九州大学病院 救命救急センター 副センター長 医学研究院 災害・救急医学講座 
准教授 赤星 朋比古 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･14(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年１０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 １０.１８（金） 
１８時３０分 
 

八幡医師会館 
３階 「自己学習室」 

 
 
 

第 345 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～） 
「内臓動脈瘤に対するコイル塞栓術」        済生会八幡総合病院 放射線科 赤司 一義 

≪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)≫ 

 １０.１９（土） 
１６時 

 
＜演題決定＞ 

北九州芸術劇場 
小劇場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 24 回北九州呼吸ケア研究会〈共催：北九州呼吸ケア研究会、市医師会、帝人在宅医療㈱〉 
 研究発表（16 時 05 分～）       座長  福岡ゆたか中央病院 呼吸器内科部長 横山 哲也 
 １．「肺炎患者の最長発声持続時間、身体機能、ADL 能力の調査」 
                            戸畑共立病院 理学療法士 菊谷 大樹 
 ２．「慢性閉塞性肺疾患患者における運動習慣と酸化ストレスとの関連」 
              産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 療法科長 中元 洋子 
 ３．「慢性呼吸器疾患患者の個々に応じた NPPV 管理のコツ」 
                  霧ヶ丘つだ病院 慢性呼吸器疾患看護認定看護師 石井 和代 
特別講演１（16 時 50 分～）             座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 

 「慢性呼吸不全患者におけるケアのポイント～より病態を正確に把握し、より多くの人で支える～」 
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 副院長・呼吸器センター長 福井 基成 

 特別講演２（17 時 50 分～）      座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「COPD の評価～beyond FEV1」        奈良県立医科大学 呼吸器内科学教授 室 繁郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･45(0.5 単位)･78(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １０.２４（木） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・令和元年度第 4 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、 
杏林製薬㈱〉 

 講演                座長  九州労災病院 副院長 泌尿器科部長 中島 信能 
 「女性の下部尿路症状の診療～過活動膀胱の最新治療～」 
           東京女子医科大学東医療センター 骨盤底機能再建診療部 教授 巴 ひかる 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･10(0.5 単位)･67(0.5 単位)≫ 

 １０.２９（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 

令和元年度胃がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 宗 宏伸 
 「平成３０年度北九州市胃がん内視鏡検診について」 
    北九州市医師会 胃がん検診精度管理委員長・戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
≪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)･82(0.5 単位)≫ 

 １０.３０（水） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 190 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．「PET で発見された膵腫瘤の１例」        北九州市立医療センター 外科 林 昌孝 
２．「まれな胆嚢腫瘍の１例」              産業医科大学 第１外科学 有留 法史 

 ショートレクチャー 
 「当院での術後再建腸管に対する ERCP の成績」     小倉記念病院 消化器内科 川野 道隆 
≪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)≫ 

 １０.３１（木） 
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 

CKD 医療連携懇話会〈共催：CKD 医療連携懇話会、市医師会、中外製薬㈱〉 
 情報提供（18 時 45 分～） 
演題（19 時～）                  座長  小倉記念病院 副院長 金井 英俊 

 １．「北九州市 CKD 予防連携システムについて（仮）」 
             北九州市保健福祉局健康医療部 健康推進課 国保健診係長 児玉 知子 
 ２．「特定保健指導による肥満度・糖代謝改善例の検討」 
                          今渡循環器科内科医院 院長 今渡 龍一郎 
 ３．「腎性貧血治療の現状と課題、今後の展望」 奈良県立医科大学 腎臓内科学 教授 鶴屋 和彦 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･24(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

門 司 １０.７（月） 
１９時 

 

門司掖済会病院 
 
 
 
 
 

第 76 回病診合同アーベント〈共催：門司区医師会、門司掖済会病院〉 
 演題 
 ・「門司で経験した重症筋無力症 21 症例の検討」      門司掖済会病院 神経内科 細川 晋一 
 ・「当科で行っている小手術について」      門司掖済会病院 歯科口腔外科部長 兒玉 正明 
 ・「造影剤使用における注意点」           門司掖済会病院 放射線科部長 大成 宣弘 
 ・「高齢者の糖尿病治療について」         門司掖済会病院 糖尿病内科部長 篠原 規恭 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･18(0.5 単位)･76(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １０.２３（水） 
１９時 

 
＜講師肩書変更＞ 

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、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  門司メディカルセンター 糖尿病・内分泌代謝内科  

部長 新生 忠司 
 「高トリグリセリド血症の診断と治療」      JR 九州病院 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)≫ 

小 倉 １０.２（水） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 

 

第 45 回小倉医師会医療安全シンポジウム〈共催：小倉医師会、㈱ケンイ〉 
 シンポジウム               座長  北九州市立医療センター 副院長 永島 明 
テーマ：「高齢者の院内事故について」   

 １．「転倒・転落事故について」             新栄会病院 診療技術部長 岩本 廣満 
 ２．「スキンテアについて（仮）」   健和会大手町病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 柿本 満惠 
 ３．「嚥下障害と誤嚥について」      九州労災病院 リハビリテーション科 部長 橘 智弘 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(1.0 単位)≫ 

 １０.７（月） 
１９時 

 

小倉医師会介護ｻｰﾋﾞｽ総合 
ｾﾝﾀｰ２階 研修室 

 
 

第 5 回小倉在宅医療連携の会研修会〈主催：小倉医師会〉 
                     座長  在宅サポートながさきクリニック 長崎 修二 
テーマ：「在宅で看取りをした症例検討会（デスカンファ）」 

 パネリスト  木村医院 木村 喜男 
土倉内科循環器クリニック 土倉 潤一郎 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…80(1.0 単位)･81(1.0 単位)≫ 

 １０.２４（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 425 回小倉小児科医会臨床懇話会〈共催：小倉医師会、小倉小児科医会〉 
 演題１．「小児発達外来でのインチュニブの使用経験」  

北九州市立総合療育センター 小児科 鈴木 聖子 
 演題２．「私を育ててくれた障害児とのインテグレーションキャンプ」 
                       北九州市立総合療育センター 小児科 髙野 志保 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…35(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 令和元年１０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 １０.３１（木） 
１９時 

 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 

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、協和キリン㈱〉 
 一般講演                      座長  沖田クリニック 院長 沖田 聡 
 「小倉エリアを中心とした脳神経内科の診療連携」  小倉記念病院 脳神経内科 部長 古田 興之介 
 特別講演                   座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 「大分県北部エリアにおけるパーキンソン病の診療連携（仮）」 大分協和病院 副院長 則行 英樹 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･20(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

八 幡 １０.１０（木） 
１９時 

 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

八幡小児科医会学術講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡医師会、マルホ㈱〉 
 製品紹介：『ヒルドイドフォーム 0.3％』（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）                 座長  合屋医院 院長 合屋 綾子 
「食物アレルギーの経皮感作と保湿スキンケアの重要性」 
                       島根大学医学部 皮膚科学講座 講師 千貫 祐子 

 １０.１５（火） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階 講堂 

 
 
 

第 23 回北九州西部地区医療安全研修会〈共催：八幡医師会、北九州西部地区医療安全連絡会議〉 
 講演（19 時～）        司会・座長  北九州市立八幡病院 副院長  

八幡医師会 医療安全副担当理事 岡本 好司 
 「医療事故調査制度が果たすべき役割及び支援団体としての医師会の役割」 

北九州市立八幡病院 院長/福岡県医師会 医療安全担当理事 伊藤 重彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･7(0.5 単位)≫ 

 １０.１６（水） 
１９時 

 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 

八幡整形外科医会・八幡臨床外科医会合同例会〈共催：八幡整形外科医会、八幡臨床外科医会、 
 八幡医師会、第一三共㈱〉 

 情報提供：ヒト型抗 RANKL モノクローナル抗体製剤『プラリア』（19 時～） 
 特別講演（19 時 15 分～）           座長  いさやま整形外科医院 院長 諫山 智洋 
 「超高齢社会における高齢者の骨折（＝骨卒中）予防の重要性～薬物治療を含めて～」 
                               健愛記念病院 副院長 池田 聡 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…59(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １０.１７（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 
 
 

八幡内科医会 10 月例会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、武田薬品工業㈱〉 
 情報提供『イニシンク配合錠』について（18 時 50 分～） 
特別講演（19 時～）                座長  千代クリニック 院長 平山 祐義 

 「糖尿病治療の次の一手～CGM から考える DPP-4 阻害薬とメトホルミン併用の意義～」 
         東京慈恵会医科大学 内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科 教授 
         東京慈恵会医科大学附属第三病院 糖尿病・代謝・内分泌内科 診療部長 森 豊 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…23(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １０.２９（火） 
１８時５０分 

黒崎ひびしんホール 
 
 
 
 

第 17 回八幡循環器疾患地域連携協議会〈共催：八幡循環器疾患地域連携協議会、八幡内科医会、 
八幡医師会、ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱、ファイザー㈱〉 

 情報提供：『エリキュース』（18：50～） 
座長  北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 

一般講演（19 時～）         
 「冠動脈疾患合併心房細動の治療変遷～AUGUSTUS 試験からの知見を踏まえて～」 
                        産業医科大学 第２内科学 准教授 園田 信成 
 特別講演（19 時 30 分～） 
 「Structure Heart Disease Intervention における最近の話題」 
               済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･74(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.１５（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

第 490 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：呼吸器内科〉 
 テーマ「胸膜疾患」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42(0.5 単位)･46(0.5 単位)･59(0.5 単位)≫ 

 １０.３０（水） 
１９時 

産業医科大学 
２号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 69 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 嘔吐・下痢」  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～） 
 「嘔吐の１例」                         産業医科大学病院感染制御部 
 「下痢の１例」他                           産業医科大学第１内科 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…48(0.5 単位)･51(0.5 単位)･53(0.5 単位)･54(0.5 単位)≫ 

その他 １０.１７（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 157 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                           司会  小倉第一病院 院長 中村 秀敏 
 講演 
 「患者の幸せの最大値を目指す専門職倫理」 
                 琉球大学医学部附属病院 地域医療部 臨床倫理士 金城 隆展 
 施設紹介 
 「飯塚病院の現況」                 飯塚病院 腎臓内科 部長 藤﨑 毅一郎 

 １０.２９（火） 
１９時 

 
＜追 加＞ 

パークサイドビル 
９階 
 

第 595 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  杉本クリニック 院長 杉本 英克 
 １．「当院における２型糖尿病患者のポリファーマシーの現状～後期高齢者での検討～」   

きはら内科クリニック 院長 木原 康之 
 ２．「糖尿病と脂肪肝の関係性について」      産業医科大学 第３内科学 講師 柴田 道彦 

Ｎｏ．３ 


