
 
 

◇ 令和２年４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 ４.８（水） 
１９時 

 
＜中 止＞ 

KMM ビル 
４階 会議室 

 
 
 
 

※会費 500 円 

北九州胃腸懇話会 4 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  おんが病院 消化器内科 矢田 親一朗、産業医科大学 第３内科 久米井 伸介 
症例検討（３題予定） 
教育講演 
「胃癌 ESD 標本の追加薄切が病理診断に与える影響」   産業医科大学 第３内科 久米井 伸介 

≪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)≫ 

 ４.１１（土） 
１８時 

 
＜中 止＞ 

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医会（春）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
懇話会（18 時～）  
「網膜疾患の最新のトピックス」  

宮崎大学医学部 感覚運動医学講座 眼科学分野 教授 池田 康博 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 ４.１６（木） 
１９時 

 
＜中 止＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「オーキッド」 

 
 
 

4 月度北九州市皮膚科医会学術研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、佐藤製薬㈱〉 
製品紹介：外用抗真菌剤『ルコナック爪外用液 5％』（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 
「最近の皮膚真菌症～新しい皮膚真菌症診療ガイドラインから見えるポイント～」 
                              楠原皮膚科医院 院長 楠原 正洋 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 ４.１７（金） 
１８時３０分 
 
＜中 止＞ 

八幡医師会館 
３階 「自己学習室」 

 
 
 

第 349 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～） 
「当院で経験した小児症例の画像診断」       北九州市立八幡病院 放射線科 今福 義博 

≪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)≫ 

 ４.２１（火） 
１９時 

 
＜中 止＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 「エンパイアルーム」 

 
 
 

第 218 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㈱〉 
講演                      座長  野口整形外科医院 院長 野口 碩雄 
「腰痛を科学する～最新のトピックスから考える治療戦略～」 
                  千葉大学大学院医学研究院 整形外科学 助教 稲毛 一秀 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

門 司 ４.２２（水） 
１９時 

 
＜延 期＞ 

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、バイエル薬品㈱〉 
 特別講演                    座長  清見白石内科医院 院長 白石 明彦 
 「心房細動の治療の歴史と最新のエビデンス」  

門司メディカルセンター 循環器内科 主任部長 渡部 太一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

小 倉 ４.２３（木） 
１９時 

 
＜中 止＞ 

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 430 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 
「確定診断に苦慮した先天性胆管拡張症の２例」   小倉医療センター 小児外科 生野 久美子 

 演題２ 
「乳児の Urethrovaginal reflux の３例」         小倉医療センター 小児外科 生野 猛 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫ 

八 幡 ４.２３（木） 
１９時 

 
＜中 止＞ 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 
 
 

※会費 1,000 円 

4 月度八幡整形外科医会〈共催：八幡整形外科医会、八幡医師会、久光製薬㈱〉 
 情報提供：『外用剤の最近の話題』（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 

 「最近の創傷治療～難治性潰瘍からケロイド治療まで～」 
                         産業医科大学 形成外科 診療教授 安田 浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･57(0.5 単位)≫ 

 ４.２８（火） 
１８時３０分 

 
＜中 止＞ 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 
 

八幡産婦人科医会総会・学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡医師会、あすか製薬㈱〉 
 製品紹介：『レルミナ錠 40 ㎎』（18 時 30 分～） 
 総会（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時 15 分～）         座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
 「子宮内膜の発育とその異常」 山口大学大学院医学系研究科 産科婦人科学講座 教授 杉野 法広 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…71(1.0 単位)･72(0.5 単位)≫ 

産医大 ４.１５（水） 
１９時 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 72 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～） 
 「抗菌化学療法のキホン」              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）「MRSA 敗血症の１例」 
 ２）「真菌血症による敗血症の１例」 他 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･8(0.5 単位)･10(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ４.２１（火） 
１８時３０分 
＜中 止＞ 

産業医科大学 
2 号館 2208 教室 

 

第 496 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「間質性肺疾患について」  
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(0.5 単位)･45(0.5 単位)･46(0.5 単位)≫ 


