◇

令和２年１２月分市医及び各区講演会一覧表

◇
Ｎｏ．１

区

別

市

医

日

時

１２．３（木）
１８時４５分

場

所

Web 配信のみ

R2.11.17
＜変 更＞

＜要事前申込＞
連絡先：武田薬品工業㈱
TEL.093-512-5040
１２．３（木） リーガロイヤルホテル小倉
１９時２０分

１２．８（火）
１９時

TKP 小倉シティセンター
６階「KOKURA ホール」

１２．９（水）
１９時

Web 配信のみ

１２．１０（木）
１９時

Web 配信のみ

＜要事前申込＞
申込先：バイエル薬品㈱
FAX.093-513-9016
※11 月 30 日まで応募受付
１２．１６（水）
Web 配信のみ
１９時
R2.11.13
＜変 更＞
R2.11.17
＜変 更＞
１２．２１（月）
１９時

小

倉

１２．２（水）
１９時

＜要事前申込＞
連絡先：MSD㈱
TEL.080-9872-1823
市立商工貿易会館
２階 「多目的ホール」

１２．７（月）
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」

１２．１５（火）
１８時３０分

１２.１６（水）
１９時

演

内

容

第 517 回北九州精神科集談会（Web 講習会）〈共催：北九州精神科医会、市医師会、
県精神科病院協会北九州地区ブロック会、武田薬品工業㈱、ルンドベック・ジャパン㈱〉
製品紹介：『トリンテリックス錠』（18 時 45 分～）
一般講演（19 時～）
座長
産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘
「うつ病に対する新規抗うつ薬の有効性と忍容性についての検討～当院の患者調査の結果から～」
江頭クリニック 副院長 江頭 一輝
座長
産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児
特別講演（19 時 30 分～）
「うつ病治療と自殺予防」
帝京大学医学部附属溝口病院 精神神経科 教授 張 賢徳
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･69(0.5 単位)≫
北九州市泌尿器科医会・令和 2 年度第 3 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
産業医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本 直浩
「夜間頻尿診療における現況と今後の展望」
山梨大学大学院 医学工学総合研究部 泌尿器科学・泌尿器科 教授 三井 貴彦
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･29(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫
第 221 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 28.2μg オートインジェクター』（19 時～）
座長
猪原整形外科医院 院長 猪原 史敏
特別講演（19 時 10 分～）
「橈骨遠位端骨折に対する治療の現場～脆弱性骨折を中心とした当科での戦い～」
北九州総合病院 整形外科部長 四肢外傷センター長 戸羽 直樹
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫
北九州胃腸懇話会 12 月度例会（Web 講習会）〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、EA ファーマ㈱〉
症例検討（3 題予定）
司会
戸畑共立病院 消化器病センター長 宗
祐人
芦屋中央病院 消化器内科 髙木 靖寛
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 内科学 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)≫
第 8 回北九州脈管と血栓塞栓症研究会（Web 講習会）
〈共催：北九州脈管と血栓塞栓症研究会、市医師会、バイエル薬品㈱〉
一般講演（19 時～）
座長
高野内科クリニック 院長 高野 健太郎
小倉記念病院 循環器内科 増田 久樹
「PCI 後の抗血栓療法について」
座長
小倉記念病院 循環器内科部長 白井 伸一
特別講演（19 時 20 分～）
九州中央病院 循環器内科部長 小田代 敬太
「血栓塞栓症の診断にエコーを活かす」
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･75(0.5 単位)≫
第 518 回北九州精神科集談会（Web 講習会）
〈共催：北九州精神科医会、市医師会、県精神科病院協会北九州地区ブロック会、MSD㈱〉
特別講演
座長
産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児
「発達障害の診断と治療～併存する精神疾患、睡眠障害の対処法～」
昭和大学附属烏山病院 発達障害医療研究所 准教授 太田 晴久
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫
令和 2 年度ペリネイタルビジット研修会〈主催：市医師会〉
講演
司会
北九州市医師会 理事 吉田 雄司
「周産期メンタルヘルスケアの取り組みと母子の多様な特性を踏まえた対応について」
九州大学病院子どものこころの診療部 特任准教授 山下 洋
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫

Web 配信のみ
＜要事前申込＞
連絡先：小倉医師会
TEL.093-551-3181
又は
協和キリン㈱
TEL.093-541-2277
Web 配信・

産医大

講

＜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
・
産業医科大学
２号館「２２０８教室」
（20 名程度）
産業医科大学
２号館「２２０１教室」

※会費 1,000 円

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、協和キリン㈱〉
座長
水之江クリニック 院長 水之江 和宏
特別講演
「パーキンソン病の理解と最新の治療について～コロナ禍における連携の重要性～」
北九州総合病院 脳神経内科 部長 魚住 武則
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…49 (0.5 単位)･ 62(0.5 単位)≫

多職種協学カレッジ（第 8 回ポリファーマシー編）研修会〈主催：小倉医師会〉
演題
「みんなで考えるポリファーマシー～多職種協働の重要性～」
国立病院機構栃木医療センター 内科医長
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫

矢吹

拓

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)≫
第 76 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～）
「感染症治療に必要な検査のキホン」
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．「脳梗塞患者に生じた敗血症の１例」
２．「地域連携が有効な感染性心内膜炎の１例」
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･12(0.5 単位)･19(0.5 単位)･43(0.5 単位)≫

