
 
◇ 令和３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（土） 
１６時 

 
 

Web 配信のみ 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：帝人ヘルスケア㈱ 

TEL.080-1297-4336 
 
 

【当日緊急連絡先】 
産業医科大学 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ医学講座事務局 
TEL.093-691-7266 

 
帝人ヘルスケア㈱ 
TEL.080-1297-4336 

第 48 回北九州リハビリテーション医会学術講演会（Web 講習会） 
〈共催：北九州リハビリテーション医会、市医師会、帝人ヘルスケア㈱〉 

講演            座長  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
「上肢痙縮・下肢痙縮に対するボツリヌス治療の新展開～ゼオマインの使い方～」 

東海大学医学部 専門診療学系 リハビリテーション科学 教授 正門 由久 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…78(1.0 単位)≫ 
 

 １０.５（火） 
１９時 

 
 
 
 

 

Web 配信 
・ 

アートホテル小倉ニュータガワ 
新館３階「華」 

 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：中外製薬㈱ 
FAX.093-511-1724 

必要事項：①受講者名 
②医療施設名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
④電話番号⑤講習会名 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-1281-0803 

 
 

※会費：会場受講者のみ 500 円 

令和 3 年度第 1 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 8 回北部九州肺縦隔研究会 
〈共催：北部九州肺縦隔研究会、市医師会、中外製薬㈱〉 

特別講演（19 時～）            座長  小倉記念病院 呼吸器外科 部長 大﨑 敏弘 
「高齢肺がん患者さんの治療を考える～免疫チェックポイント阻害剤を中心に～」 
            島根大学医学部附属病院 呼吸器・化学療法内科 診療教授 津端 由佳里 
一般演題（20 時～）           座長  北九州総合病院 呼吸器外科 部長 花桐 武志 

JCHO 九州病院 院長 内山 明彦 
テーマ：「外科的診断・治療を要した炎症性肺疾患」 
１．「転移性肺腫瘍との鑑別が困難であった IgG4 関連肺疾患の一例」 

JCHO 九州病院 外科 坂梨 渓太 
２．「左膿胸術後 3年目に両側肺結節と＃4L リンパ節腫大を呈した症例」 
                             産業医科大学 第 2 外科学 草薙 佳澄 
３．「切除断端肺癌再発を疑った肉芽腫の 1例」       小倉記念病院 呼吸器外科 田中 完治 
４．「区域切除にて診断し得た炎症性肺結節の 1例」 
                       北九州市立医療センター 呼吸器外科 松原 太一 
５.「胸部ステント内挿術後の大動脈肺瘻に対して左上葉切除を行った症例」 

飯塚病院 呼吸器外科 近石 泰弘 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…44(1.0 単位)･45(1.0 単位)≫ 

 １０.１２（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 

令和 3 年度胃がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 
講演                        司会  北九州市医師会 理事 河野 惠美 
「北九州市胃がん検診内視鏡検査の現況」 

北九州市医師会 胃がん検診精度管理委員長・戸畑共立病院 消化器病センター長 宗  祐人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 １０.１３（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
EA ファーマ㈱ 

TEL.090-6480-1927 

北九州胃腸懇話会 10 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㈱〉 
 司会  おんが病院 消化器内科 矢田 親一朗、福岡大学筑紫病院 消化器内科 大津 健聖 

症例検討（３題予定） 
教育講演 
「非十二指腸乳頭部腫瘍（SNADET）に対する内視鏡治療～UEMR と CSP を中心に～」 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 大津 健聖 
※UEMR…Underwater EMR の略 

消化管の管腔内を水で満たした状態で、粘膜下局注を行わずに病変をｽﾈｱ（鉗子）で絞扼し、
高周波手術装置を用いて通電切除する方法 

※C S P…Cold Snare Polypectomy の略 
高周波手術装置で焼灼することなく、ｽﾈｱ（鉗子）を用いて機械的にﾎﾟﾘｰﾌﾟを切除する方法 

≪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)≫ 

 １０.１３（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：MSD㈱ 
FAX.093-541-5018 

必要事項：①所属地区 
②施設名③受講者名 

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
※10 月 8 日（金）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-6790-6699 

第 528 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ﾌﾞﾛｯｸ会、北九州精神科診療所協会、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 
「睡眠障害からみた自殺とその予防」     島根大学 医学部 精神医学講座 教授 稲垣 正俊 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･13(0.5 単位)≫ 

 １０.１４（木） 
１８時３０分 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※会費：1,000 円 

令和 3 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 57 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㈱、ﾌｧｲｻﾞｰ㈱〉 

一般演題（18 時 30 分～）              司会  小倉記念病院 外科 部長 佐伯 俊宏 
１．「上大静脈症候群を契機に発見された乳癌再発の一例」 

国立病院機構関門医療センター 外科 堤 甲輔 
２．「治療強度を高めた術前化学療法を施行したが、 

術後早期に肝転移を来した triple negative 乳癌の検討」 
                            北九州総合病院 総合外科 櫻井 晶子 
特別講演（19 時 10 分～）          座長  産業医科大学 第 2外科学 講師 田嶋 裕子 
「乳癌診療におけるがんゲノム医療の有用性」 

慶応義塾大学 医学部 臨床研究推進センター  
腫瘍センター ゲノム医療ユニット 教授 西原 広史 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(0.5 単位)･7(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
◇ 令和３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 １０.１６（土） 
１５時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3.9.29 
＜演題確定＞ 

Web 配信 
・ 

TKP 小倉シティセンター 
６階「KOKURA ホール」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：帝人ヘルスケア㈱ 
FAX.093-512-7075 

必要事項：①所属地区 
②施設名③受講者名 

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.093-512-7050 

 
※会費：1,000 円 

第 26 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㈱〉 
 一般演題               座長  製鉄記念八幡病院 呼吸器内科 部長 古森 雅志 
 １．「当院での COVID 患者に対するリハビリテーション医療」  

産業医科大学病院 リハビリテーション部 大宅 良輔 
 ２．「F-ILD 患者に対する早期呼吸リハビリテーション導入の有効性」 

霧ヶ丘つだ病院 理学療法士 松尾 聡 
 教育講演                 座長  大手町いまながクリニック 院長 今永 知俊 
 「これからの呼吸ケア・リハビリテーション～ICT を活用した地域チーム医療の実践～」 

前橋赤十字病院 呼吸器内科 副部長 堀江 健夫 
 特別講演                   座長  霧ヶ丘つだ病院 理事長・院長 津田 徹 
 「COPD における動的肺過膨張の重要性および夜間睡眠中の低換気の問題について」 

市立大町総合病院 病院事業管理者 兼 院長 藤本 圭作 
≪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)≫ 

 １０.１８（月） 
１９時 

Web 配信のみ 

 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
協和キリン㈱ 

TEL.093-541-2277 

北九州地区小児疾患 WEB セミナー〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、協和キリン㈱〉 

講演                       座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 
「最近増加している、乳幼児期のくる病 日常診療で見逃さないポイント」 

                      産業医科大学 医学教育担当教員 准教授 山本 幸代 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（火） 
１９時 

 
 
 
 

 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ロイヤルホール」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：第一三共㈱ 
FAX.093-551-6686 
必要事項：①施設名 
②所属地区③受講者名 

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
※10 月 12 日（火）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.090-6940-5378 

 
※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 228 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㈱〉 

特別講演                  座長  古川ひでき整形外科医院 院長 古川 英樹 
 「末梢性神経障害性疼痛のマネジメント～患者さんのために出来ること～」 

自治医科大学附属 さいたま医療センター 整形外科 教授 秋山 達 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･60(0.5 単位)≫ 

 １０.２１（木） 
１９時 

 
 
 
 
 

R3.9.14 
＜座長確定＞ 
＜演題確定＞ 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：鳥居薬品㈱ 
FAX.092-282-1258 
必要事項：①施設名 
②受講者名③所属地区 

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-6855-5116 

10 月度北九州市皮膚科医会研修会（Web 講習会）〈共催：北九州市皮膚科医会、市医師会、鳥居薬品㈱〉 
製品紹介：『コレクチム  軟膏』 
特別講演               座長  産業医科大学 皮膚科学教室 准教授 岡田 悦子 
「アトピー性皮膚炎におけるデルゴシチニブ軟膏のポジショニング」 

近畿大学医学部 皮膚科学教室 主任教授 大塚 篤司 
≪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)≫ 

 １０.２４（日） 
１０時 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：田辺三菱製薬㈱ 

FAX.093-531-6083 
必要事項：①受講者名 
②施設名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.093-521-3931 

第 31 回実地医家のための糖尿病セミナーin 北九州（Web 講習会） 
〈共催：日本糖尿病協会福岡県支部、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 

 教育講演１                     座長  九州労災病院 副院長 田中 誠一 
 「大血管合併症」                つのだ内科循環器科クリニック 院長 角田 稔 
 教育講演２ 
 「高齢者糖尿病の診療の要点」              山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 
 特別講演                      座長  杉本クリニック 院長 杉本 英克 
 「高血圧と糖尿病」          遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･11(0.5 単位)･13(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 １０.２９（金） 
１９時 

 
 
 
 
 
 
 

R3.9.21 
＜座長・講師 
 肩書変更＞ 

Web 配信 
・ 

TKP 小倉シティセンター 
６階「KOKURA ホール」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：第一三共㈱ 
FAX.093-551-6686 
必要事項：①施設名 
②受講者名③所属地区 

④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-8025-2452 

第 15 回北九州循環器と睡眠の研究会〈共催：北九州循環器と睡眠研究会、市医師会、第一三共㈱〉 
 講演１                        座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
 「MRB の至適患者像を捉える～診察室外血圧をターゲットに～」 
                    遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
 講演２  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 
 「睡眠時無呼吸から見た循環器疾患～高血圧治療における MR ブロッカーの可能性～」 

順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科・心血管睡眠呼吸医学講座 准教授 葛西 隆敏 
 ※MRB…ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー 
≪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)≫ 

 １０.２９（金） 
１９時１５分 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：㈱ツムラ 
FAX.093-521-0552 

必要事項：①受講者名 
②ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ③都道府県 

④施設名 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-6744-9119 

第 572 回北九州地区小児科医会学術講演会〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、㈱ツムラ〉 
 製品紹介（19 時 15 分～） 
講演（19 時 30 分～）               座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 

 「小児科診療で使ってほしい漢方処方」      三重大学医学部附属病院 漢方外来 髙村 光幸 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…72(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 

®  



 
◇ 令和３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 

門 司 １０.２０（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、興和㈱〉 
特別講演                     座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
「実臨床からみるトホグリフロジンの検討」 

小倉記念病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 主任部長 角 亜希子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

小 倉 １０.１４（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

小倉医師会 
介護サービス総合センター 

２階「研修室」 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

小倉医師会高齢社会事業課 
TEL.093-932-7135 

令和 3 年度多職種連携合同研修会〈主催：小倉医師会〉 
 講演                                                   座長  小倉医師会 理事 合馬 誠一 
 「アドバンス ケア プランニング（本人の意向を尊重した医療とケアの実現のために）」 

神戸大学医学部附属病院 緩和支持治療科 特命教授 木澤 義之 
 ≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…2(0.5 単位)･13(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 １０.２７（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
協和キリン㈱ 

TEL.093-541-2277 
小倉内科医会事務局 
TEL.093-551-3181 

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㈱〉 
特別講演                    座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 

 「地域で考えよう！高齢化社会に潜む神経難病～鑑別・治療・連携を中心に～」 
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)…47(0.5 単位)･ 63(0.5 単位)≫ 

八 幡 １０.５（火） 
１９時 

 
 
 
 
 
 

R3.9.21 
＜演題変更＞ 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：アッヴィ合同会社 

FAX.092-263-8756 
必要事項：①受講者名 
②医療施設名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-7289-5170 

八幡産婦人科医会小児科医会講演会 
〈共催：八幡産婦人科医会、八幡小児科医会、八幡医師会、アッヴィ合同会社〉 

 特別講演１                      座長  エンゼル病院 理事 坂井 和裕 
「C 型肝炎の現状と最新治療～母子感染と B 型肝炎再活性化を含めて～」 

                             かじわらクリニック 院長 梶原 英二 
 特別講演２                座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
 「子宮内環境と児の発達について」  九州大学大学院 医学研究院 保健学部門 教授 諸隈 誠一 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･71(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

 １０.２０（水） 
１９時 

 

Web 配信 
・ 

八幡医師会館 
３階「情報処理室」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：第一三共㈱ 
FAX.093-551-6686 

必要事項：①受講者名 
②医療施設名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

④住所 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-6790-1512 

八幡臨床外科医会 10 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、日本イーライリリー㈱、第一三共㈱〉 
 情報提供：ヒト化抗 CGRP モノクローナル抗体製剤『エムガルティ』 
 講演                      座長  製鉄記念八幡病院 副院長 石川 幹真 
 「頭痛の診断と治療～片頭痛を中心に～」           池田脳神経外科 院長 池田 耕一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(0.5 単位)･37(0.5 単位)≫ 

 １０.２１（木） 
１９時 

 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ㈱ 

FAX.06-6831-1181 
必要事項：①受講者名 
②医療施設名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

④所属医師会名 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、ノバルティスファーマ㈱、大塚製薬㈱〉 
 特別講演                          座長  三浦医院 院長 三浦 力 
 「心不全ステージが示してくれる高血圧治療の意義～健やか 100 年人生を目指して～」 

国際医療福祉大学大学院 医学研究科 循環器内科学 教授・ 
国際医療福祉大学 福岡薬学部 教授 岸 拓弥 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45 (0.5 単位)･74(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.１４（木） 
１９時 

産業医科大学 
２号館「２２０１教室」 

 
 
 
 
 
 

※会費 1,000 円（学生は無料） 

第 80 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～） 
「髄膜炎・脳炎」                 産業医科大学病院感染制御部 部長 鈴木 克典 
症例検討（19 時 30 分～） 
１．「髄膜炎の１例」 
２．「脳炎の１例」 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(0.5 単位)･31(0.5 単位)･32(0.5 単位)･33(0.5 単位)≫ 

 １０.１９（火） 
１８時３０分 

 
 
 
 
 

R3.9.13 
＜追 加＞ 

Web 配信 
・ 

産業医科大学 
２号館「２２０８教室」 
（会場受講は若干名） 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
産業医科大学 

脳神経内科、診療内科 
TEL.093-691-7438 

第 505 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「神経疾患の分子標的治療」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(1.0 単位)･62(0.5 単位)≫ 

その他 １０.２１（木） 
１８時３０分 

 
 

R3.10.11 
＜追 加＞ 

ウェルとばた 
中ホール 

 
 
 

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

第 160 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                             司会  新王子病院 院長 筬島 明彦 
 講演 
 「COVID-19 vs インフルエンザ～診断・治療・予防～」 飯塚病院 感染症科 部長 的野 多加志 
 施設紹介 
 「なかしま内科・糖尿病・腎クリニックの現況」 

なかしま内科・糖尿病・腎クリニック 院長 中嶋 崇文 

Ｎｏ．３ 



 
◇ 令和３年１０月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 


