◇

令和２年１１月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区

別

市

医

日

時

場

所

１１．１７（火）
Web 配信・
１９時１５分
リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイアルーム」
（先着 30 名）

１１．１９（木）
１９時

１１．１９（木）
１９時３０分

＜要事前申込＞
申込先：中外製薬㈱
FAX.093-511-1724
総合保健福祉センター
２階「講堂」
（定員 50 名）

毎日西部会館

※会費 1,000 円
１１．２０（金） リーガロイヤルホテル小倉
１８時３０分
４階「ロイヤルホール」

１１．２０（金）
１９時

※会費 1,000 円
Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：杏林製薬㈱
TEL.093-531-4035
１１．２４（火） リーガロイヤルホテル小倉
１８時２０分
３階「エンパイアルーム」

１１．２４（火）
１９時

市立商工貿易会館
２階 「多目的ホール」

＜講師変更＞

１１．２４（火）
１９時

Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：第一三共㈱
TEL.093-512-7180
１１．２７（金）
Web 配信・
１９時
リーガロイヤルホテル小倉
３階「エンパイアルーム」

＜追

加＞
※会費

1,000 円

講

演

内

容

第 220 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、中外製薬㈱〉
座長
猪原整形外科医院 院長 猪原 史敏
特別講演（19 時 30 分～）
「骨粗鬆症の診断と治療～外来診療におけるピットフォール～」
産業医科大学 整形外科学 教授 酒井 昭典
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫

令和 2 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
「新型コロナウイルス感染症の拡大がもたらす心理的影響の理解
～医療関係者の感情対処を踏まえて～」
久留米大学医学部 神経精神医学講座 准教授 大江 美佐里
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.5 単位)≫
第 51 回北九州子どものこころ懇話会・第 565 回北九州地区小児科医会例会
〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会〉
講演
「こどもの心の外来での面接法」
医療法人翠星会 松田病院 理事長・院長 松田 文雄
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･5(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫
令和 2 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 56 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、県集団検診協議会乳癌検診部会、市医師会、協和ｷﾘﾝ㈱〉
司会
北九州総合病院 乳腺外科 勝木 健文
一般演題（18 時 30 分～）
１．「特発性血小板減少性紫斑病を合併した乳癌について」
小倉記念病院 外科 高 すみれ
２．「保険適応で変わる遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減手術」
国立病院機構小倉医療センター 外科 轟木 秀一
座長
下関市立市民病院 乳腺外科 石光 寿幸
特別講演（19 時 10 分～）
「周術期の薬物療法について」
京都大学大学院医学研究科 乳腺外科学 教授 戸井 雅和
≪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)≫
第 8 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会（Web 講習会）
〈共催：北九州呼吸器疾患を学ぶ会、市医師会、杏林製薬㈱〉
座長
産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博
特別講演１
「新型コロナウイルスから見えた感染症を取り巻く問題点と課題」
小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章
特別講演２
「COVID-19 時代の高齢者肺炎の診断と治療」
琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座 教授 藤田 次郎
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･47 (0.5 単位)･49 (0.5 単位)≫
第 137 回北九州内分泌糖尿病研究会〈共催：北九州内分泌糖尿病研究会、市医師会、MSD㈱〉
座長
産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉
講演１
「患者さんの病態に応じた糖尿病治療について」
産業医科大学 第１内科学講座 准教授 岡田 洋右
講演２
徳島大学 藤井節郎記念医科学センター 特任教授 福本 誠二
「FGF23 とリン代謝異常症」
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･77(0.5 単位)≫
令和 2 年度第 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 243 回生涯教育講座
〈共催：市医師会、オリンパス㈱〉
情報提供：『内視鏡システムの取扱い方法について』（18 時 45 分～）
座長
戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人
講演（19 時～）
「Helicobacter pylori 未感染胃を背景に発生する上皮性腫瘍」
福岡大学筑紫病院 消化器内科 助教 今村 健太郎
≪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)≫
第 32 回北九州がんセミナー（Web 講習会）
〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉
特別講演Ⅰ
座長
済生会八幡総合病院 副院長 長谷川 博文
「腹腔鏡下肝切除の最前線とロボット膵切除の今後」
上尾中央総合病院 肝胆膵疾患先進治療センター センター長 若林 剛
特別講演Ⅱ
座長
北九州総合病院 呼吸器外科 部長 花桐 武志
「VTE の治療戦略の立て方と残された課題～癌、COVID-19 と凝固異常～」
九州大学大学院医学研究院 循環器内科学 講師 日浅 謙一
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･8(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫
第 23 回北九州婦人科腫瘍懇談会学術講演会 Online
〈共催：北九州婦人科腫瘍懇談会、市医師会、日本化薬㈱、中外製薬㈱〉
一般講演（19 時～）
「北九州婦人科腫瘍懇談会～婦人科腫瘍の現状報告～」
産業医科大学 産婦人科学 准教授 鏡 誠治
特別講演（19 時 20 分～）
座長
産業医科大学 産婦人科学 教授 吉野 潔
「卵巣癌化学療法の現状や課題・今後の展望（仮）」
新潟大学 医学部 産婦人科学 教授 榎本 隆之
≪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)≫
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令和２年１１月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．２

区

別

日

時

門

司

１１.１８（水）
１８時５０分

小

倉

１１.１９（木）
Web 配信・
小倉医師会介護ｻｰﾋﾞｽ総合ｾﾝﾀｰ
１９時
２階「研修室」

１１.２５（水）
１９時

１１.２６（木）
１９時

八

幡

１１．１２（木）
１９時

１１．１９（木）
１９時

若

松

産医大

その他

１１．２０（金）
１９時

場

所

門司区医師会館
３階 講堂

＜要事前申込＞
連絡先：小倉医師会
高齢社会事業課
TEL.093-932-7135
Web 配信のみ
＜要事前申込＞
連絡先：小倉医師会
TEL.093-551-3181
又は
大塚製薬㈱
TEL.093-581-7321
Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：小倉医師会
TEL.093-551-3181
Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：第一三共㈱
TEL.093-512-7180
Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：第一三共㈱
TEL.093-512-7180
Web 配信のみ

＜要事前申込＞
連絡先：若松区医師会
TEL.093-761-5367
１１．１７（火）
Web 配信
１８時３０分
・
産業医科大学
２号館「２２０８教室」
（20 名程度）
１１．２（月） ホテルクラウンパレス小倉
１９時

講

演

内

容

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、アストラゼネカ㈱〉
情報提供：『フォシーガ錠 5mg、10mg』
（18 時 50 分～）
座長
ごとうクリニック 院長 後藤 博茂
特別講演（19 時～）
「糖尿病領域における最近の話題」
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…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(1 単位)≫
多職種協学カレッジ（第 19 回認知症編）研修会
〈共催：小倉医師会、小倉医師会かかりつけ医認知症の会〉
講演
「みんなの認知症見立て塾」
医療法人すずらん会 たろうクリニック 院長 内田 直樹
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･29(0.5 単位)･ 80(0.5 単位)≫

小倉内科医会実地医家シリーズ講演会（Web 講習会）〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、大塚製薬㈱〉
情報提供：『サムスカ』について（18 時 50 分～）
座長
山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操
講演
「小倉記念病院での心不全診療の実態とトルバプタンの役割（仮）」
小倉記念病院 循環器内科 医長 森永 崇
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15 (0.5 単位)･ 24(0.5 単位)≫
小倉小児科医会臨床懇話会（Web 講習会）
〈共催：小倉小児科医会、小倉医師会〉
演題１
「当センターにおける、新型コロナウイルス院内感染対策」
北九州市立総合療育センター 小児科
演題２
「療育センターにおける保護者支援～はじめてコースについて～」
北九州市立総合療育センター 小児科
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･ 8(0.5 単位)≫

友納

優子

鈴木

聖子

第 6 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
健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡
特別講演（19 時～）
「高齢者の新型コロナウイルス対策：老年医学会の取り組みと今後の課題（仮）」
東京大学大学院医学系研究科 老年病学 教授 秋下 雅弘
総合討論（20 時～）
東京大学大学院医学系研究科 老年病学 教授 秋下 雅弘
たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生
廣畑内科クリニック 院長 廣畑 佳秀
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)…13(0.5 単位)･19(0.5 単位)≫

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、第一三共㈱〉
座長
千代クリニック 院長 平山 祐義
講演
産業医科大学 腎センター部長・准教授 宮本 哲
「慢性腎臓病患者における高血圧管理」
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･74(0.5 単位)≫
令和 2 年度第 2 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、大鵬薬品工場㈱〉
講演
「耳鼻咽喉科疾患と認知症との関連」
産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 准教授
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･29 (0.5 単位)≫

北村

拓朗

第 495 回内科合同クリニカルカンファレンス（Web 講習会）
〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉
テーマ「SLE の新たな分子標的治療」
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…28(0.5 単位)･61(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫
第 43 回福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部総会・記念学術講演会
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉
総会（19 時～）
記念学術講演（19 時 20 分～）
「敗血症に対するエンドトキシン吸着療法と重症 COVID-19 診療の概要」
福岡大学病院 救命救急センター 講師 仲村 佳彦

