◇ 令和２年１月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区
市

別
医

日
時
１.１６（木）
１９時

場
所
TKP 小倉シティセンター
６階

１.１６（木）
１９時３０分

リーガロイヤルホテル小倉
３階 「オーキッド」

1 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、マルホ㈱〉
製品紹介：抗ヘルペスウイルス剤『アメナリーフ錠 200 ㎎』
（19 時 15 分～）
特別講演（19 時 30 分～）
座長
産業医科大学 皮膚科学教室 教授 中村 元信
「帯状疱疹・単純疱疹の治療戦略」
聖隷三方原病院 院長補佐 兼 皮膚科部長 白濱 茂穂
≪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)≫

１.２３（木）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉

北九州市泌尿器科医会・令和元年度第 6 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、県泌尿器科医会、市医師会、
日本化薬㈱〉
講演
座長
済生会八幡総合病院 泌尿器科部長 高野 徳昭
「膀胱癌治療の UP-TO-DATE」
聖マリアンナ医科大学 腎泌尿器外科学 教授 菊地 栄次
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･22(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫

１.２４（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階「ロイヤルホール」

１.３０（木）
１８時３０分
＜追

門

小

八

司

倉

幡

※会費 1,000 円
ｱｰﾄﾎﾃﾙ小倉ﾆｭｰﾀｶﾞﾜ

加＞

１.３１（金）
１９時

パークサイドビル
９階 大会議室

１.１４（火）
１９時

※会費 1,000 円
門司区医師会館
３階 講堂

１.２０（月）
１９時

門司区医師会館
３階 研修室

１.１７（金）
１９時

リーガロイヤルホテル小倉
４階 「ロイヤルホール」

１.２２（水）
１５時

小倉医師会館
５階 講堂

１.２３（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

１.１５（水）
１９時

八幡医師会館
３階 「情報処理室」

講

演

内

容

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研修（アルコール健康障害対策研修）
〈共催：市立精神保健福祉センター、市医師会〉
講演
１．「アルコール依存症連携構築事業について」
北九州市医師会 理事 原賀 憲亮
２．「アルコール健康障害に係る専門医療機関について」
北九州市保健福祉局 精神保健福祉課長 安藤 卓雄
３．「医療従事者（かかりつけ医及び産業医）向け アルコール健康障害のプライマリケアについて
～飲酒チェックツール『SNAPPY-CAT』活用事例を通して～」
佐賀県医療センター好生館 精神科 角南 隆史
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(1.5 単位)≫

第 347 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㈱〉
特別講演（19 時～）
「放射線内用療法と PET の現状」
九州大学大学院医学研究院 臨床放射線科学分野 講師 馬場
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)≫

眞吾

第 515 回北九州精神科集談会〈共催：北九州精神科医会、県精神科病院協会北九州地区ブロック会、
市医師会、大日本住友製薬㈱〉
講演１
座長
産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘
「経皮吸収型抗精神薬を安全に効果的に使用するために～治験の経験を臨床の現場に繋げる～」
桶狭間病院 藤田こころケアセンター クリニカルリサーチ室 主任 坪井 宗二
講演２
座長
産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児
「世界初の経皮吸収型抗精神病薬による新たな治療ストラテジー」
関西医科大学 精神神経科学教室 講師 嶽北 佳輝
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫
第 3 回北九州眼科アレルギー研究会〈共催：北九州眼科アレルギー研究会、市医師会、参天製薬㈱〉
講演１（19 時～）
座長
JCHO 九州病院 統括診療部長 眼科部長 藤澤 公彦
「小児アレルギー疾患～目の症状に着目して～」
国立病院機構福岡病院 小児科 本村 知華子
講演２（19 時 45 分～）
座長
福岡大学医学部眼科学教室 主任教授 内尾 英一
「アレルギー性結膜炎～治療の現状と目指すべき方向性～」
高知大学医学部 眼科学講座 教授 福島 敦樹
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･15(1.0 単位)≫
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、㈱ツムラ〉
製品紹介：『ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）』
特別講演
司会
おおつかクリニック 院長 大塚 祥司
「便秘～漢方で心地よい排便へ～」
土倉内科循環器クリニック 院長 土倉 潤一郎
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…54(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫
＊骨関節レントゲンカンファランス
小倉医師会私的病院会講演会・連携会〈共催：小倉医師会、小倉医師会私的病院会〉
演題１（19 時～）
「星総合病院が地域包括ケアの中で果たす役割と環境構築」
前日本病院協会 理事 星総合病院 理事長 星 北斗
演題２（19 時 30 分～）
「医療の構造改革 変わるのは、今だっ！」
厚生労働省 医務技監 鈴木 康裕
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(1.0 単位)≫
北九州市学校保健会小倉支部研修講演会〈共催：小倉医師会、市学校保健会小倉支部〉
演題
「医療・教育・保健・福祉の連携が笑顔の子どもを育む地域を創る」
大分大学 客員教授/中津市立中津市民病院 副院長
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫

是松

聖悟

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（19 時～）
「重篤な経過をたどった急性ロタウイルス脳症の 4 歳女児例」北九州総合病院 小児科 千手 絢子
演題２（19 時 30 分～）
「ロタウイルスワクチンの効果について～胃腸炎関連けいれん入院症例の変化～」
北九州総合病院 小児科 川瀬 真弓
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…32(0.5 単位)･35(0.5 単位)≫
八幡臨床外科医会 1 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉
話題提供：『ルパフィン錠 10 ㎎』
特別講演
座長
高嶋クリニック 院長
「日常診療でよく診る皮膚疾患～痒い皮膚疾患と痛い皮膚疾患～」
伊豆皮膚科医院 院長
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(0.5 単位)･58(0.5 単位)≫

髙嶋

雅樹

伊豆

邦夫

◇ 令和２年１月分市医及び各区講演会一覧表
区
八

若

別
幡

松

日
時
１.２１（火）
１９時

場
所
八幡医師会館
３階 「情報処理室」

１.２７（月）
１９時

千草ホテル
本館２階 「光琳の間」

１.１７（金）
１９時４５分

若松区医師会館
「大ホール」

産医大

１.２１（火）
１８時３０分

産業医科大学
２号館 2208 講義室

その他

１.１６（木）
１８時３０分

ウェルとばた
中ホール

＜追

加＞

１.１７（金）
１９時

１.２８（火）
１９時
＜追

加＞

※会費 医師 2,000 円
一般 1,000 円
非会員 1,000 円
TKP 小倉シティセンター

パークサイドビル
９階

講

演

◇
内

Ｎｏ．２
容

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
権頭クリニック 院長 権頭 聖
「地域医療の研修を終えて」
製鉄記念八幡病院 臨床研修部 白水 舞
話題提供２
司会
福留外科胃腸肛門科医院 院長 福留 健一
「腹痛 おさえておきたいポイント～症例提示を中心に～」
製鉄記念八幡病院 副院長/消化器病センター長 石川 幹真
≪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)･53(0.5 単位)≫
第 12 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㈱〉
演題（19 時～）
座長
JCHO 九州病院 内科 医長 一木 康則
「当院におけるトルバプタンの使用症例の検討」
戸畑共立病院 肝臓内科 部長 松垣 諭
特別演題（19 時 30 分～）
座長
北九州市立八幡病院 副院長 岡本 好司
「慢性肝疾患と筋肉」
愛媛県立中央病院 消化器病センター内科 部長 平岡 淳
≪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)≫
令和元年度第 4 回若松区医師会研修会〈主催：若松区医師会〉
講演（19 時 45 分～）
「職場におけるハラスメント」
SOMPO リスクマネジメント㈱医療・介護コンサルティング部 上級コンサルタント
≪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)≫

山崎

堅司

第 493 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：脳神経内科、心療内科〉
テーマ「壊死性筋症と特異的自己抗体」
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…62(1.5 単位)≫
第 158 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉
講演
司会
済生会八幡総合病院 腎センター 主任部長 安永 親生
「慢性腎不全患者における脊椎疾患の病態と手術治療～２０年で変わったことと今後の課題～」
JCHO 九州病院 整形外科 診療部長 土屋 邦喜
施設紹介
「産業医科大学病院の現況」
産業医科大学病院 腎センター 部長 宮本 哲
北九州産婦人科医会臨時研修会〈主催：北九州産婦人科医会〉
演題
「超音波による出生前診断」
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学講座
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･3(0.5 単位)≫

教授

三浦

清徳

第 597 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
新小倉病院 糖尿病センター長 藤本 良士
１．「SGLT2 阻害薬により正常血糖ケトアシドーシスを来した２型糖尿病の一例」
北九州市立医療センター 内分泌代謝・糖尿病内科 迎 久美子
２．「糖尿病性足壊疽を契機に IgA 血管炎を発症した症例について」
九州労災病院 内分泌代謝内科 柴田 茉祐

