
 
 

◇ 令和元年１１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 １１.１（金） 
１８時３０分 
 

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 

令和元年度第１回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 55 回北九州乳腺カンファレンス 
〈共催：北九州乳腺ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、市医師会、県集団検診協議会乳癌検診部会、協和ｷﾘﾝ㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 
一般演題（18 時 30 分～）       司会  北九州市立医療センター 外科 部長 齋村 道代 
１．「当院における乳がん周術期化学療法時の Peg-GCSF 製剤使用状況」 
                       北九州市立医療センター 腫瘍内科 佐藤 栄一 
２．「CDK4/6 阻害薬の安全性マネジメントについて」  

製鉄記念八幡病院 乳腺センター 髙浪 英樹 
特別講演（19 時 10 分～）          座長  JCHO 九州病院 外科 部長 梅田 修洋 

 「腋窩治療の個別化への展望」       杏林大学医学部付属病院 乳腺外科 教授 井本 滋 
≪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)･9(0.5 単位)≫ 

 １１.１（金） 
１８時４５分 
 

市立商工貿易会館 
２階 「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 28 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、大正製薬㈱〉 

製品紹介：経皮吸収型鎮痛消炎剤『ロコアテープ』（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．「人工膝関節全置換術後の膝関節屈曲可動域について 

～当院の状況と膝リハビリクッションを用いた現在の取り組み～」 
                            九州労災病院 理学療法士 山崎 和博 
 ２．「投球障害肩に対する動きに着目しアプローチした１症例」 
                     しらにた整形外科クリニック 理学療法士 豊瀬 崇暢 
 ３．「投球障害への対応と今後の取り組み」       たなか整形外科 理学療法士 吉村 勇佑 
 特別講演（19 時 30 分～）           司会  しらにた整形外科クリニック 東郷 進 
 「変形性関節症への対応～動作中の力学的負担の軽減に向けて～」  ㈲ｾﾗ･ﾗﾎﾞ 代表 山口 光國 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･61(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １１.１（金） 
１９時 

 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
８階 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日本脳卒中協会共同事業 ストップ！NO 卒中エリア会議 in 北九州 
〈共催：日本脳卒中協会、市医師会、県内科医会北九州ブロック会、ファイザー㈱〉 

情報提供：（18 時 50 分～） 
講演（19 時～） 
「脳卒中・循環器病対策基本法案の現状（仮）」  

日本脳卒中協会北九州支部 支部長/小倉記念病院 院長 永田 泉 
特別講演（19 時 15 分～） 

座長  日本脳卒中協会北九州支部 副支部長/高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「脳梗塞の予防、急性期治療とこれからの地域医療連携」 
              国立病院機構九州医療センター 副院長 脳血管・神経内科 岡田 靖 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １１.７（木） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾎｰﾙ」 

 
 
 

※会費 500 円 

第 32 回豊の国糖尿病と眼研究会〈共催：豊の国糖尿病と眼研究会、市医師会、MSD㈱、参天製薬㈱〉 
講演（19 時～）                   座長  村上眼科医院 院長 村上 雅一 
１．「 未 定 」             きはら内科クリニック糖尿病内科 院長 木原 康之 
２．「糖尿病網膜症の診療アップデート」  久留米大学医学部 眼科学講座 主任教授 吉田 茂生 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･36(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

 １１.８（金） 
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 45 回北九州肩関節研究会〈共催：北九州肩関節研究会、市医師会、帝人ファーマ㈱〉 
情報提供：（19 時～） 
教育講演（19 時 10 分～）             座長  福岡志恩病院 理事長 石谷 栄一 
「肩関節治療に必要な解剖学的知見～変形性関節症との関連～」 

東京医科歯科大学 運動器機能形態学講座 准教授 二村 昭元 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61(1.0 単位)≫ 

 １１.８（金） 
１９時 

 

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ 
新館３階 「月華」 

 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 24 回北九州臨床精神薬理研究会〈共催：北九州臨床精神薬理研究会、市医師会、Meiji Seika ﾌｧﾙﾏ㈱〉 
製品紹介：『シクレスト舌下錠』（19 時～） 

                    座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 一般講演（19 時 15 分～） 
「統合失調症に対してアセナピン舌下錠が奏功した症例」 産業医科大学 精神医学教室 宮川 俊 
特別講演（19 時 35 分～） 
「統合失調症の薬物治療戦略について」    奈良県立医科大学 精神医学講座 教授 岸本 年史 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･68(0.5 単位)≫ 

 １１.１２（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 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 239 回生涯教育講座 
〈共催：市医師会、マイラン EPD 合同会社〉 

 講演                     座長  望月胃腸クリニック 院長 望月 祐一 
 「早期胃癌の時代的変遷と超高分化腺癌の診断と分類」 
                    福岡大学名誉教授・福岡大学筑紫病院 教授 岩下 明徳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…21(0.5 単位)･53(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １１.１２（火） 
１９時 

 

JCHO 九州病院 
別館４階 講堂 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

令和元年度第 2 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 6 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㈱〉 

教育講演（19 時～）    座長  北九州市立医療センター 呼吸器内科 主任部長 井上 孝治 
「小細胞肺癌における免疫療法の幕開け～プラチナ併用＋アテゾリズマブ療法～」 
                        九州大学病院 呼吸器科 助教 田中 謙太郎 
一般演題（20 時～）     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 
                        飯塚病院 呼吸器腫瘍内科 部長 海老 規之 
テーマ：「血液検査データが診断に役立った胸部疾患」 
１．「混合型胚細胞性腫瘍の一例」        北九州市立医療センター 放射線科 中村 勇星 
２．「 未 定 」                   産業医科大学 第２外科学 松宮 弘喜 

≪取得単位数…2.0 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(1.0 単位)･45(1.0 単位)≫ 

 １１.１２（火） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 

※会費 500 円 

第 11 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、武田薬品工業㈱〉 
製品紹介：『イニシンク配合錠』について（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）               座長  西野病院 理事長 西野 憲史 
「認知症の予防・早期介入に向けた対策～久留米モデルの取り組みを含めて～」 
    久留米大学 高次脳疾患研究所 教授、久留米大学医学部 神経精神医学講座 小路 純央 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年１１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 １１.１２（火） 
１８時４５分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 49 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 
製品説明：『プラリア皮下注 60 ㎎シリンジ』について（18 時 45 分～） 

座長  門司メディカルセンター 副院長・整形外科主任部長 大西 英生 
基調講演（19 時～）   
「骨代謝を考慮した骨粗鬆症治療薬の使い分け」  福岡腎臓内科クリニック 副院長 谷口 正智 
特別講演（19 時 30 分～） 
「セメントレス THA の長期成績と新しい人工股関節再置換術について～抗凝固療法も含めて～」 

座間総合病院 人工関節・リウマチセンター センター長 近藤 宰司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･61(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １１.１３（水） 
１９時 

 

八幡医師会館 
 
 
 

産業医科大学病院認知症センターかかりつけ医研修会〈共催：北九州市、産業医科大学病院、市医師会〉 
 テーマ：「早期発見・診断、その後の支援」 
講演 

 １．「認知症早期診断の重要性と困難性」  産業医科大学病院 認知症センター 部長 魚住 武則 
 ２．「認知症診断後の支援」            たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･12(0.5 単位)･29(0.5 単位)≫ 

 １１.１５（金） 
１８時４５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 31 回北九州てんかん懇話会〈共催：北九州てんかん懇話会、市医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：抗てんかん薬『イーケプラ』に関する最近の話題 
 一般講演（19 時～）   

座長  産業医科大学 エコチル調査サブユニットセンター 特任教授 下野 昌幸 
 １．「抗てんかん薬整理が有用であった進行性ミオクローヌスてんかんの１女児例」 
          産業医科大学 小児科学 福田 智文、柴原 淳平、五十嵐 亮太、石井 雅宏、 

千手 絢子、下野 昌幸 
 ２．「良性成人型家族性ミオクローヌスてんかん（BAFME）の一家系について」 
                            産業医科大学 神経内科学 豊田 知子 
 ３．「化学療法による白質脳症にて重積状態となった症例（仮）」 

飯塚病院 脳神経内科 高瀬 敬一郎 
 特別講演（20 時～）           座長  産業医科大学 神経内科学 教授 足立 弘明 
 「てんかんの治療戦略 UPDATE（仮）」 
                東北大学大学院医学系研究科 てんかん学分野 准教授 神 一敬 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･33(0.5 単位)･35(0.5 単位)･68(0.5 単位)≫ 

 １１.１８（月） 
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回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 
 １．報告 
  「平成 30 年度乳幼児健診等結果について」  

北九州市子ども家庭局 子ども家庭部 子育て支援課 
 ２．講演 
  「発達障害児の対応と生活習慣」     北九州市立総合療育センター 小児科部長 友納 優子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 １１.１８（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 463 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  国立病院機構小倉医療センター 肝臓病センター 部長 佐藤 丈顕 
 一般演題    
 １．「副腎不全を伴った肝障害」         産業医科大学 第３内科学 助教 本間 雄一 
 ２．「ガラス工場における肝障害」      戸畑共立病院 総合診療内科系 顧問 福嶋 博文 
 特別講演 
 「HCV 治療の現状～DAA 既治療に対する再治療と非代償性肝硬変を中心に～」  
                          飯塚病院 肝臓内科 診療部長 矢田 雅佳 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･17(0.5 単位)･51(0.5 単位))≫ 

 １１.１９（火） 
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 214 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㈱〉 
 情報提供：『ノイロトロピン』（18 時 50 分～） 
総会（19 時～） 
研修会Ⅰ（19 時 20 分～）            座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
「整形外科領域におけるレセプト点検の現状」          青山整形外科医院 里村 知宣 
研修会Ⅱ（19 時 30 分～）                座長  青山整形外科医院 里村 知宣 

 「私のマラソン人生～メダルまでに努力したﾘﾊﾋﾞﾘ、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞと整形外科医との関与を含めて～」 
                                 陸上競技選手  君原 健二 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １１.１９（火） 
１８時３０分 
 
＜演題変更＞ 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 

第 514 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、市医師会、 
県精神科病院協会北九州地区ブロック会、㈱ツムラ〉 

 情報提供：『ツムラ人参養栄湯』（18 時 30 分～） 
一般演題（18 時 45 分～）      座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「妊娠に対する精神科治療～電気けいれん療法という選択肢～」 

産業医科大学 精神医学教室 藤井 倫太郎 
 特別講演（19 時 15 分～）       座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「よりよい睡眠を目指して～睡眠障害の最新治療と漢方薬にできること～」 
                  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…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（木） 
１８時３０分 
 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 19 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、KRICT、杏林製薬㈱〉 

 セミナー     座長  戸畑共立病院 PNIPC 南 博子、戸畑けんわ病院 薬剤科 橋本 治 
 １．「当院での臨床検査技師の ICT 活動について」  JCHO 九州病院 臨床検査技師 芳賀 由美 
 ２．「清掃方法と清掃用具の管理」            健和会大手町病院 CNIC 諸永 幸子 
 ３．「清掃担当者への教育について」        北九州市立医療センター CNIC 田中 裕之 
 ４．「環境整備に用いる消毒剤・洗浄剤の適正使用について」  戸畑けんわ病院 薬剤科 橋本 治 
≪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)≫ 

 １１.２１（木） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

11 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、協和キリン㈱〉 
 情報提供：『ドボベットゲル』の尋常性乾癬における有用性について（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 
「乾癬外用治療の新戦略」         帝京大学医学部 皮膚科学講座 准教授 鎌田 昌洋 

≪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)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
 

◇ 令和元年１１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 １１.２２（金） 
１８時３０分 
 

八幡医師会館 
３階 「自己学習室」 

 
 
 

第 346 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～） 
「股関節のストレス骨折」            産業医科大学若松病院 放射線科 藤崎 瑛隆 

≪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)≫ 

 １１.２２（金） 
１８時５０分 
 

ステーションホテル小倉 
５階 「飛翔の間」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 22 回北九州婦人科腫瘍懇談会学術講演会〈共催：北九州婦人科腫瘍懇談会、市医師会、 
中外製薬㈱、日本化薬㈱〉 

 情報提供：『エンボスフィア』（18 時 50 分～） 
一般講演（19 時～） 
「婦人科腫瘍懇談会～北九州婦人科腫瘍の現状報告～（仮）」 

産業医科大学 産科婦人科学 准教授 鏡 誠治 
 特別講演（19 時 30 分～）        座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
 「子宮筋腫における UAE の実際（仮）」 
             大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学教室 講師 澤田 健次郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･12(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 １１.２５（月） 
１９時 

 
＜演題決定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「サファイア」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

令和元年度第 3 回北九州ブロック肝臓がん検診従事者講習会・第 22 回北九州肝癌治療研究会 
〈共催：北九州肝癌治療研究会、市医師会、日本イーライリリー㈱〉 

 一般講演（19 時～）             座長  北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司 
 １．「NFP 療法を含めた肝動注化学療法が難渋したものの、 

DEB－TACE が著効した巨大肝細胞癌の１例」 
                           戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭 
 ２．「当院のレンバチニブの治療経験」      製鉄記念八幡病院 肝臓内科 部長 大穂 有恒 
 ３．「肝細胞癌を発症した Fontan 術後の若年成人症例」 JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則 
 特別講演（19 時 30 分～）           座長  かじわらクリニック 院長 梶原 英二 
 「肝細胞癌薬物治療の新たな展開～２次治療としてのラムシルマブへの期待～」  

近畿大学医学部 消化器内科学 講師 上嶋 一臣 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･15(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 １１.２６（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 回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、市保健所〉 
                        司会・座長  北九州市医師会 理事 岡本 高明 
 報告 
 「市保健所の医療安全相談コーナーについて」            北九州市保健所医務薬務課 
 講演 
 「成人における麻しん・風しん・百日咳への対策～ワクチン接種の重要性について～（仮）」 
                     福岡看護大学 基礎・基礎看護部門 教授 岡田 賢司 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(1.5 単位)≫ 

 １１.２７（水） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階 「ロイヤルホール」 

 
 
 
 

福岡県内科医会北九州ブロック講演会〈共催：県内科医会北九州ブロック、市医師会、第一三共㈱、 
アストラゼネカ㈱〉 

 演題１                   座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「病院・医院内で発生するトラブルと事前・事後の対応法」    北浜法律事務所 長谷部 圭司 
 演題２                        座長  沖田クリニック 院長 沖田 聡 
 「実地臨床データから考える、令和時代の GERD 診療の提案」 
                    大分大学医学部消化器内科学講座 診療教授 水上 一弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･51(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

 １１.２８（木） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階 「ダイヤモンド」 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 7 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会〈共催：北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱〉 
 製品紹介：キノロン系経口抗菌剤『ラスビック錠 75 ㎎』（19 時～） 
 一般演題（19 時 15 分～）        座長  北九州総合病院 呼吸器内科部長 向田 賢市 
 「ACO（Asthma and COPD Overlap）の話題について」 
                  産業医科大学医学部 呼吸器内科学 講師・医局長 山﨑 啓 
 特別講演（19 時 30 分～）    座長  産業医科大学医学部 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「肺炎の新しい話題～特に高齢者肺炎について～」 
        長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第２内科） 教授 迎 寛 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･47(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（金） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 
 
 
 
 

令和元年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【前編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
Ⅰ.「かかりつけ医の役割 編」            あかさきホームクリニック 古永 晃彦 
Ⅱ.「連携と制度 編」                     中川クリニック 郡家 正彦 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･11(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 
 ※前後編受講された先生には「認知症対応かかりつけ医ﾌﾟﾚｰﾄ」及び「修了証書（北九州市内の 

医師のみ）を後日交付 

 １１.２９（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 31 回北九州がんセミナー〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉 
 演題（19 時～）             司会  産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 
１．「当科における悪性胸膜中皮腫に対する P/D の周術期管理及び成績について」 
                        産業医科大学 第２外科学 助教 篠原 伸二 
２．「当院における直腸カルチノイド切除例の検討」  北九州市立医療センター 外科 北浦 良樹 
特別講演Ⅰ（19 時 30 分～）        座長  済生会八幡総合病院 副院長 長谷川 博文 

 「がん関連静脈血栓塞栓症に対する実臨床での抗凝固療法」 
               久留米大学医学部 外科学講座 心臓血管外科 准教授 廣松 伸一 
 特別講演Ⅱ（20 時 15 分～）            座長  JCHO 九州病院 院長 内山 明彦 
 「消化器がんに対する免疫療法の現況」 
        九州大学大学院医学研究院 社会環境医学講座連携社会医学分野 教授 馬場 英司 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･42(0.5 単位)･63(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



 
 

◇ 令和元年１１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 １１.２９（金） 
１９時 

 

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ 
３階 「華」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 24 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、バイエル薬品㈱〉 
 一般演題（19 時～）      座長  北九州市立八幡病院 脳神経外科 主任部長 副島 慶輝 
１．「下垂体腫瘍再発症例に対する治療戦略 

～経鼻内視鏡および経頭蓋同時併用手術による Combined approach～」 
産業医科大学 脳神経外科 中野 良昭、鈴木 恒平、鳥居 里奈、野口 祥平、酒井 恭平 

            長坂 昌平、髙松 聖史郎、宮岡 亮、齋藤 健、山本 淳考 
    虎の門病院間脳下垂体外科 岡田 満夫 
 ２．「治療に工夫を要した上小脳動脈瘤の一例」 
    小倉記念病院 脳神経外科 山田 大輔、波多野 武人、小柳 正臣、千原 英夫、小倉 健紀、 
                 鈴木 啓太、近藤 大祐、北村 泰佑、坂井 翔建、阪本 宏樹、 
                 桶谷 英司、永田 泉 
特別講演（19 時 45 分～）    座長  北九州市立八幡病院 脳神経外科 主任部長 副島 慶輝 

 「DOAC の普及で変化してきた抗血栓療法」  福岡大学筑紫病院 脳神経外科 講師 新居 浩平 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

門 司 １１.１８（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 

 １１.１９（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、エーザイ㈱〉 
 情報提供：不眠症治療剤『ルネスタ』 
講演                     座長  おおつかクリニック 院長 大塚 祥司 

 「認知症と睡眠障害」                 有吉祐睡眠クリニック 院長 有吉 祐 
≪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)≫ 

 １１.２０（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：COPD 治療配合剤『スピオルトレスピマット 28,60 吸入』 
講演                     座長  北九州市立門司病院 院長 廣瀬 宣之 

 「日本人 COPD 治療の組み立て方」  
山口大学大学院医学系研究科 呼吸器・感染症内科学講座 教授 松永 和人 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １１.２８（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  JR 九州病院 光岡 浩志 
≪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)≫ 

 １１.２８（木） 
１７時３０分 

門司メディカルセンター 
７階 会議室 

 
 

令和元年度第 2 回医療安全研修会〈共催：門司メディカルセンター、門司区医師会〉 
 講演 
 テーマ：「ヒューマン・エラー関連の話題」  大日本住友製薬㈱九州 CNS 第１営業所 駒方 茂浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

小 倉 １１.２８（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 426 回小倉小児科医会臨床懇話会 
 演題 
 １．「当院で入院加療を行なった百日咳～５年間のまとめ～」 
                      国立病院機構小倉医療センター 小児科 柴原 淳平 
 ２．「血球減少で注意すべき鑑別疾患～伝染性紅斑～」 
                      国立病院機構小倉医療センタ― 小児科 長澤 功多
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 

八 幡 １１.２０（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 

八幡臨床外科医会 11 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、祐徳薬品工業㈱〉 
 情報提供：ロキソプロフェンテープ『ユートク』 
講演            座長  北九州市立八幡病院 統括部長/外科主任部長 木戸川 秀生 
「高齢者の整形外科疾患～間違いやすい神経障害病変と関節疾患を鑑別する方法～」 

                        産業医科大学 整形外科 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)…61(0.5 単位)･62(0.5 単位)≫ 

 １１.２１（木） 
１８時５０分 

千草ホテル 
 
 
 
 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、アステラス製薬㈱〉 
 情報提供：『ベタニス』について（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                       座長  重森医院 重森 宏敬 
 「前立腺癌の診断とロボット支援手術」       JCHO 九州病院 泌尿器科部長 原野 正彦 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…65(0.5 単位)･66(0.5 単位)≫ 

 １１.２６（火） 
１９時 

千草ホテル 
 
 
 
 
 

第 5 回包括的治療・ケア・連携研究会～健康寿命延伸のための架け橋～ 
〈共催：包括的治療・ケア・連携研究会、八幡医師会、遠賀中間医師会、第一三共㈱〉 

司会  おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
 一般講演 
 １．「糖尿病と CKD」                 廣畑内科クリニック 院長 廣畑 佳秀 
 ２．「骨粗鬆症と CKD」              健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 
 特別講演 
 「CKD のトータルマネジメント」               中間市立病院 院長 瓜生 康平 
 総合討論                司会  たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 １１.２７（水） 
１９時 

八幡医師会館 
３階 情報処理室 

 

第 210 回八幡医学会〈主催：八幡医師会〉 
 演題  
「歩いて受診する脳神経外科疾患～動画で見る診断と治療～」    

 久留米大学医学部 脳神経外科 教授 森岡 基浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…未定≫ 

戸 畑 １１.７（木） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 
 
 
 

戸畑区内科医会学術講演会〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、持田製薬㈱〉 
 製品紹介：選択的セロトニン再取り込み阻害剤（SSRI）『レクサプロ錠 10 ㎎』について（19 時～） 
講演（19 時 10 分～）               座長  たかぎクリニック 院長 髙樹 信次 

 「内科医に診て頂きたい抑うつ・不安」    戸畑こころともの忘れクリニック 院長 長 昭洋 
≪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)≫ 

 １１.２８（木） 
１９時 

戸畑医師会医療センター 戸畑区医師会学術講演会〈主催：戸畑区医師会、武田薬品工業㈱〉 
 製品紹介：『イニシンク配合錠』について 
講演                      座長  おうじ内科クリニック 院長 王寺 俊陽 

 「高齢者の糖尿病治療」      北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 足立 雅広 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．４ 



 
 

◇ 令和元年１１月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

若 松 １１.１５（金） 
１９時 

若松区医師会館 
大ホール 

令和元年度第 3 回若松区医師会研修会〈主催：若松区医師会〉 
 講演  
 「糖尿病合併脂質異常症患者へのアプローチ（仮）」 
                産業医科大学若松病院 リウマチ・糖尿病内科 助教 鳥本 桂一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…75(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

産医大 １１.１（金） 
１９時 

ﾎﾃﾙｸﾗｳﾝﾊﾟﾚｽ北九州 
「サファイアルーム」 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

第 40 回医生ヶ丘循環器・腎臓病診連携の会〈共催：医生ケ丘循環器・腎臓病診連携の会、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉 
                      座長  産業医科大学 第２内科学 講師 荒木 優 
教育講演（19 時～） 
Ⅰ.「血栓後遺症候群（PTS）に対してのカテーテル治療」 
                    北九州市立八幡病院 循環器内科 統括部長 原田 敬 
Ⅱ.「循環器疾患における仕事と治療の両立支援の実際～働きながら病気と闘う～」 
                     産業医科大学 第２内科学 学内講師 荻ノ沢 泰司 
特別講演（19 時 50 分～）         座長  産業医科大学 第２内科学 教授 尾辻 豊 
「臨床医が知っておくべき静脈血栓塞栓症の現状と課題」 
                      京都大学医学部附属病院 循環器内科 山下 侑吾 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･11(0.5 単位)･24(0.5 単位)≫ 

 １１.１９（火） 
１８時３０分 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

第 491 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉 
 テーマ「感染関連性腎炎」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24(0.5 単位)･73(0.5 単位)･84(0.5 単位)≫ 

その他 １１.１６（土） 
１６時 

 
＜講師変更＞ 

TKP 小倉シティセンター 
６階 
 
 
 
 

日本医師会生涯教育講座〈共催：県医師会、県内科医会、県内科医会北九州ブロック〉 
 演題１                   座長  うちわ内科クリニック 院長 打和 靖宏 
 「不眠症治療で知っておきたいこと」    産業医科大学 精神医学教室 学内講師 香月 あすか 
 演題２                   座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「最適な２型糖尿病食事療法を目指して」  

京都府立医科大学 内分泌・代謝内科学 教授 福井 道明 
≪取得単位数…3.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･69(1.0 単位)･75(1.5 単位)≫ 
≪内科学会認定総合内科専門医更新講座２単位≫ 

 １１.２９（金） 
１９時 

 
 

ホテルクラウンパレス小倉 
 

第 46 回福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部臨床研究会 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 

 特別講演 
 「小児期発症てんかんと遺伝子」          福岡大学医学部 小児科学 准教授 

福岡大学病院 小児科 医局長 石井 敦士 

Ｎｏ．５ 


