
 
 

◇ 令和元年１２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 １２.２（月） 
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【後編】〈主催：市医師会〉 
                          司会  北九州市医師会 理事 長森 健 
「連携と制度 編」                       中川クリニック 郡家 正彦 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･29(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 

 １２.３（火） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 大会議室 

 
 
 
 
 
 
 

令和元年度「かかりつけ医・産業医こころの健康対応力向上及び自殺対策支援者研修」 
〈共催：市立精神保健福祉センター、市医師会〉 

講演 
「メンタルヘルス・ファーストエイド研修」 

（日常臨床場面でのうつ・アルコール依存症患者への初期対応を学ぶ） 
演習 
「うつ・自殺のリスク評価演習」 
 （シナリオロールプレイ） 

九州大学病院 精神科神経科 医学研究院 精神病態医学分野 加藤 隆弘、浦田 裕美 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.5 単位)≫ 

 １２.３（火） 
１８時３０分 
 

ステーションホテル小倉 
５階 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 135 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㈱〉 
情報提供：『スージャヌ錠』について（18 時 20 分～） 
特別講演（18 時 30 分～）      座長  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 
「JSH2019 と原発性アルドステロン症」  
           大分大学医学部 内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座 教授 柴田 洋孝 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(1.0 単位)≫ 

 １２.５（木） 
１９時 

 

パークサイドビル 
９階 会議室 

 
 
 
 

第 40 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～） 
症例検討Ⅰ（19 時～）          座長  北九州市立医療センター 副院長 浦部 由利 
「急性心筋梗塞後、長期集中治療管理を要した症例～多職種連携を踏まえた取り組み～」 

北九州市立医療センター 理学療法士 坂本 佳奈美 
症例検討Ⅱ（19 時 45 分～）         座長  新小倉病院 循環器内科部長 原田 征樹 
「入院リハビリテーションを行った心疾患患者における体組成分析と運動機能 

：サルコペニア・フレイル改善の観点から」 
                       新小倉病院 リハビリテーション科 入江 将考 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･22(0.5 単位)≫ 

 １２.５（木） 
１９時 

 

プレミアホテル門司港 
 
 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・令和元年度第 5 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、県泌尿器科医会、 
キッセイ薬品工業㈱〉 

講演                  座長  製鉄記念八幡病院 泌尿器科部長 奥村 幸司 
「ガイドラインに沿った夜間頻尿の病態と治療」  

琉球大学大学院医学研究科 システム生理学講座 教授 宮里 実 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･29(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １２.８（日） 
９時３０分 

 

パークサイドビル 
９階 中会議室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 2,000 円 

第 30 回実地医家のための糖尿病セミナーin 北九州〈共催：実地医家のための糖尿病セミナー、 
市医師会、日本糖尿病協会福岡県支部、田辺三菱製薬㈱〉 

講演（9時 40 分～）    座長  門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 糖尿病・代謝内分泌内科 部長 新生 忠司 
１．「糖尿病の病態と診断について」             九州労災病院 副院長 田中 誠一 
２．「食事療法」             きはら内科クリニック・糖尿病内科 院長 木原 康之 
３．「妊娠糖尿病」         北九州市立医療センター 糖尿病内科 主任部長 足立 雅広 
ランチョンセミナー（12 時～）            座長  山名眼科医院 院長 山名 泰生 
「糖尿病治療方針～薬物療法から発症抑制まで～」 

新小文字病院 内分泌・糖尿病内科部長 河原 哲也 
≪取得単位数…4.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･11(0.5 単位)･15(0.5 単位)･22(0.5 単位)･ 

23(0.5 単位)･71(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １２.１０（火） 
１９時 

 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

第 215 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、旭化成ファーマ㈱〉 
製品紹介：『テリボン皮下注用 56.5 ㎍』（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）              座長  いさやま整形外科医院 諫山 智洋 
「テリパラチドの治療効果と骨代謝に与える影響」      高円寺整形外科 院長 大村 文敏 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫ 

 １２.１１（水） 
１９時 

 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会特別講演会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、EA ファーマ㈱〉 
司会  芦屋中央病院 内科 髙木 靖寛、北九州市立医療センター 消化器内科 麻生 暁 

症例検討（２題予定） 
教育講演 
「台状拳上所見を用いた早期胃癌に対する深達度診断の習熟効果の検討 

～北九州多施設共同研究の結果報告～」  
戸畑共立病院 消化器病センター 副院長・センター長 宗 祐人 

≪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)≫ 

 １２.１２（木） 
１８時４５分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 

12 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、サノフィ㈱〉 
製品紹介：『デュピクセント皮下注 300 ㎎シリンジ』（18 時 45 分～） 
特別講演（19 時～）            座長  産業医科大学 皮膚科学 教授 中村 元信 
「I see を引き出す IC メソッド～AD バイオ時代における私の実践～」 

神戸大学大学院医学研究科 講師 福永 淳 
≪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)≫ 

 １２.１５（日） 
１４時 

 

市立男女共同参画センター
「ムーブ」２階ホール 

 
 
 

令和元年度認知症サポート医フォローアップ研修〈共催：北九州市、市医師会〉 
講演 テーマ：「『前頭側頭葉変性症』を知ろう」（予定） 

   大阪市立弘済院附属病院 副病院長・認知症疾患医療センター長 医学博士 中西 亜紀 
≪取得単位数…2.0 ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(1.0 単位)･29(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和元年１２月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

門 司 １２.５（木） 
１９時 

 

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（DVD 研修会）〈共催：門司メディカルセンター、門司区医師会〉 
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 １２.２（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 7 回小倉ポリファーマシー対策研修会〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ：『始まっています！！ポリファーマシーへの取り組み』 
１．「ポリファーマシー外来について」  

健和会大手町病院 総合診療科・感染症科 副院長 山口 征啓 
２．「在宅における訪問看護介入の薬剤管理症例」  

あったか訪問看護ステーション 看護師 橋本 香織 
 ３．「薬剤師からの情報と症例（仮）」        ㈱ニック れもん薬局 薬剤師 平本 麻子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 １２.４（水） 
１９時 

 

ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ 
 

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、第一三共㈱〉 
情報提供：『イナビル吸入粉末剤』について（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）               座長  藤井内科医院 院長 藤井 幸藏 
「インフルエンザ診療の最新知識 2019－2020」 

 東北文化学園大学 医療福祉学部 抗感染症薬開発研究部門 特任教授 渡辺 彰 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 １２.１７（火） 
１９時 

 

ホテルクラウンパレス小倉 
２階 「紅梅の間」 

小倉医師会医療フォーラム第 5 回 AI 医学・医療研究会（旧 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』（18 時 50 分～） 
基調講演（19 時 05 分～）                         座長  宇野 卓也 
「医療 ICT の未来を考える～オンライン疾患管理の現在とこれから～」 
   ㈱インテグリティ・ヘルスケア 代表取締役会長 医療法人社団鉄祐会 理事長 武藤 真祐 
特別講演（19 時 35 分～）  

座長  北九州青年医師の会共同代表・医療法人藤誠会 後藤クリニック 後藤 誠一 
 「夢物語ではなく冷静に AI と IoH を循環器内科医が考えたら…～心房細動のﾅﾗﾃｨﾌﾞとｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ～」 

 国際医療福祉大学 福岡保健医療学部 教授 岸 拓弥 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･15(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫ 

八 幡 １２.１２（木） 
１９時 

 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾘｿﾞｰﾂ福岡八幡 
（旧 北九州八幡ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ） 

 

八幡小児科医会講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
製品紹介（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）                 座長  合屋医院 院長 合屋 綾子 
「定期接種を目指すワクチンとその課題～ワクチンの接種率向上・誤接種防止対策を含めて～」 

医療法人つむら診療所 副院長・久留米大学小児科 非常勤講師 津村 直幹 

 １２.１８（水） 
１９時 

 

千草ホテル 
 

八幡臨床外科医会 12 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会〉 
特別講演            座長  済生会八幡総合病院 外科・消化器外科 長谷川 博文 
「心房細動の魔の手から逃れるには～心房細動への対処方法～」 
                      製鉄記念八幡病院 循環器内科 部長 竹本 真生 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

産医大 １２.１７（火） 
１８時３０分 
 

産業医科大学 
２号館 2208 教室 

第 492 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉 
 テーマ「肝細胞癌に対する新たな分子標的薬治療」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･6(0.5 単位)･7(0.5 単位)≫ 

 １２.１８（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
２号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 70 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カテーテル関連感染症」  

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．「カテーテル関連感染症の１例」 
 ２．「CV レポート感染の１例」  
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 


