
 
 

◇ 令和２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 １０.２（金） 
１９時 

 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：第一三共㈱ 
TEL.093-512-7180 

第 14 回北九州循環器と睡眠の研究会（Web 講習会）〈共催：北九州循環器と睡眠の研究会、市医師会、 
帝人ファーマ㈱、㈱フィリップス・ジャパン、フクダライフテック九州㈱、第一三共㈱〉 

 情報提供：『ミネブロ』について（18 時 50 分～） 
講演１（19 時～）                  座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
「睡眠と心血管リスク」    虎の門病院 循環器センター内科・睡眠呼吸器科 医長 富田 康弘 
講演２（19 時 45 分～）   

座長  九州大学病院 睡眠時無呼吸センター センター長・九州大学病院 特任教授 安藤 眞一 
「高血圧治療における MRB（ﾐﾈﾗﾙｺﾙﾁｺｲﾄﾞ受容体拮抗薬）の果たす役割」      

おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

 １０.５（月） 
１８時３０分 
 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：杏林製薬㈱ 
TEL.093-531-4035 

第 21 回メディカルスタッフのための感染対策セミナー（Web 講習会） 
〈共催：メデ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、KRICT、杏林製薬㈱〉 

 製品紹介：呼吸器・耳鼻咽喉科感染症専用キノロン『ラスビック錠 75 ㎎』（18 時 30 分～） 
講演（18 時 40 分～）                座長  戸畑共立病院 PNIPC 南 博子 
１．「SARS・MERS・COVID-19 に関する基礎知識」    北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 
２．「クラスター発生予防のための高齢者施設・障害者施設における感染対策」 
                           北九州市立八幡病院 CNIC 中川 祐子 
３．「PCR 検査陽性者の受入れ協力医療機関における感染対策」 九州労災病院 CNIC 安部 美和 
４．「COVID-19 軽症者が滞在するホテル運営の現状と感染対策」 
                       健和会大手町病院 感染症内科部長 山口 征啓 
５．「北九州市で流行した COVID-19～感染者数増加の要因と対策を振り返る～」 
                           北九州市立八幡病院 院長 伊藤 重彦 
６．「COVID-19 を含む、地域感染対策における KRICT の役割と今後」  

産業医科大学 名誉教授 松本 哲朗 
≪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)≫ 

 １０.２２（木） 
１９時２０分 
 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・令和 2 年度第 2 回研修会〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、県泌尿器科医会、 
アステラス製薬㈱〉 

 講演               座長  済生会八幡総合病院 泌尿器科主任部長 高野 徳昭 
「高リスク・有転移前立腺癌に対する治療戦略～薬物療法と手術療法を駆使して根治を目指す～」 
                 岐阜大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 教授 古家 琢也 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １０.２２（木） 
１９時 

 

ウェルとばた 
大ホール 
【西部】 

 

令和 2 年度特定健診・特定保健指導登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
 講演 
１．「北九州市国民健康保険特定健診・特定保健指導の現状と課題」  

北九州市保健福祉局 健康推進課 
 ２．「生活習慣病と認知症」  

門司メディカルセンター 脳神経内科主任部長・脳神経センター長 由比 友顕 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29(1.0 単位)･82(0.5 単位)≫ 

【要事前申込】ご所属の各区医師会へお電話にてお申し込みください。 
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、登録医療機関の医師１名のみの参加とします。 

 １０.２６（月） 
１９時 

 

小倉医師会館 
５階 講堂 
【東部】 

 

 １０.２４（土） 
１６時 
↓ 

１５時 
 
 
 
 

10.1 時間変更 
10.15演題変更 

北九州芸術劇場 
中劇場 

 
 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 25 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、帝人ヘルスケア㈱〉 
 教育講演               座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
『呼吸器学会・呼吸ケアリハ学会「非がん性呼吸器疾患の緩和ケア指針」』 
                              霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
特別講演 
「Covid-19 下における NPPV（非侵襲的陽圧換気療法）/HFNC（高流量鼻カニューラ）の管理」 
        地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立医療センター 中央市民病院 
                          副院長 兼 呼吸器内科部長 富井 啓介 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･45(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

門 司 １０.２８（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、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 １０.２２（木） 
１９時 

 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：小倉医師会 
TEL.093-551-3181 

第 430 回小倉小児科医会臨床懇話会（Web 講習会）〈共催：小倉医師会、小倉小児科医会〉 
演題１ 
「令和 2年 7 月豪雨での球磨地区への災害派遣の経験（仮）」 

国立病院機構小倉医療センター 小児科 中島 康貴 
演題２ 
「当院における COVID-19 の診療について（仮）」    国立病院機構小倉医療センター 小児科 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･14(0.5 単位)≫ 

八 幡 １０.６（火） 
１８時３０分 
 

千草ホテル 
本館２階 「光琳の間」 

 

八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：八幡医師会、八幡産婦人科医会、あすか製薬㈱〉 
 学術講演（18 時 30 分～） 
 『子宮筋腫治療の新たな選択肢』             あすか製薬㈱ 学術担当 横山 義宏 
 八幡産婦人科医会（18 時 45 分～） 
 特別講演（19 時～）           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)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
 

◇ 令和２年１０月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 

カリキュラムコード（略称CC)     

１ 医師のプロフェッショナリズム ２９ 認知能の障害 ５７ 外傷 

２ 医療倫理：臨床倫理 ３０ 頭痛 ５８ 褥瘡 

３ 医療倫理：研究倫理・生命倫理 ３１ めまい ５９ 背部痛 

４ 医師-患者関係とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ３２ 意識障害 ６０ 腰痛 

５ 心理社会的アプローチ ３３ 失神 ６１ 関節痛 

６ 医療制度と法律 ３４ 言語障害 ６２ 歩行障害 

７ 医療の質と安全 ３５ けいれん発作 ６３ 四肢のしびれ 

８ 感染対策 ３６ 視力障害、視野狭窄 ６４ 肉眼的血尿 

９ 医療情報 ３７ 目の充血 ６５ 排尿障害（尿失禁・排尿困難） 

１０ チーム医療 ３８ 聴覚障害 ６６ 乏尿・尿閉 

１１ 予防と保健 ３９ 鼻漏・鼻閉 ６７ 多尿 

１２ 地域医療 ４０ 鼻出血 ６８ 精神科領域の救急 

１３ 医療・介護・福祉の連携 ４１ 嗄声 ６９ 不安 

１４ 災害医療 ４２ 胸痛 ７０ 気分の障害（うつ） 

１５ 臨床問題解決のプロセス ４３ 動悸 ７１ 流・早産および満期産 

１６ ショック ４４ 心肺停止 ７２ 成長・発達の障害 

１７ 急性中毒 ４５ 呼吸困難 ７３ 慢性疾患・複合疾患の管理 

１８ 全身倦怠感 ４６ 咳・痰 ７４ 高血圧症 

１９ 身体機能の低下 ４７ 誤嚥 ７５ 脂質異常症 

２０ 不眠 ４８ 誤飲 ７６ 糖尿病 

２１ 食欲不振 ４９ 嚥下困難 ７７ 骨粗鬆症 

２２ 体重減少・るい痩 ５０ 吐血・下血 ７８ 脳血管障害後遺症 

２３ 体重増加・肥満 ５１ 嘔気・嘔吐 ７９ 気管支喘息 

２４ 浮腫 ５２ 胸やけ ８０ 在宅医療 

２５ リンパ節腫張 ５３ 腹痛 ８１ 終末期のケア 

２６ 発疹 ５４ 便通異常（下痢、便秘） ８２ 生活習慣 

２７ 黄疸 ５５ 肛門・会陰部痛 ８３ 相補・代替医療（漢方医療を含む） 

２８ 発熱 ５６ 熱傷 ０ その他 

 
 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

戸 畑 １０.７（水） 
１９時 

 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：戸畑区医師会 
TEL.093-871-6326 

戸畑区医師会学術講演会（Web 講演会）〈共催：戸畑区医師会、小野薬品工業㈱、アストラゼネカ㈱〉 
 製品紹介：選択的 SGLT2 阻害剤『フォシーガ錠』の最新情報 
 講演                    座長  おうじ内科クリニック 院長 王寺 俊陽 
「COVID-19 の流行が糖尿病診療にもたらしたもの～『糖尿病患者は新型コロナウイルスに弱い』 

というのは本当なのか～」 
                   新小倉病院 糖尿病センター長/糖尿病内科部長 藤本 良士 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.２１（水） 
１９時 

 

産業医科大学 
2 号館 2201 教室 

 
 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円 

第 75 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～）  
「感染症治療の中の感染対策のキホン」        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．「意識障害が生じた敗血症の１例」 
２．「外傷が契機となった敗血症の１例」他 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･32(0.5 単位)･33(0.5 単位･57(0.5 単位))≫ 

その他 １０.１５（木） 
１８時３０分 

 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
大ホール 

 
 
 
 

医師 2,000 円 
  一般 1,000 円 
非会員 1,000 円 

第 159 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                        司会  高橋内科クリニック 院長 下池 英明 
 講演 
 「エコーを使った VA 管理」 
           労働者健康安全機構 関西労災病院 中央検査部 臨床検査技師 小林 大樹 
 施設紹介 
 「北九州腎臓クリニックの現況」     海の弘毅会 北九州腎臓クリニック 院長 海津 嘉毅 

Ｎｏ．２ 


