
 
◇ 令和３年１２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 １２.２（木） 
１９時 

 
 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
杏林製薬㈱ 

TEL.093-531-4035 

第 9 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㈱〉  
製品紹介：『ラスビック点滴静注キット 150mg』（19 時～） 

総合座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
特別講演１（19 時 10 分～） 
「新型コロナウイルス感染症から学んだこと～最新の知見を含めて～」 

東邦大学医学部 微生物・感染症学講座 教授 舘田 一博 
 特別講演２（19 時 55 分～） 
 「肺炎診療のこれからを考える～特に高齢者肺炎について～」 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 呼吸器内科学分野（第二内科） 教授 迎 寛 
≪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)≫ 

 １２.３（金） 
１９時 

 
 
 
 

 

Web 配信 
・ 

パークサイドビル 
９階「大会議室」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
バイエル薬品㈱ 

TEL.090-5258-5133 
 

※会費 1,500 円（会場受講者） 

第 26 回北九州脳神経外科フォーラム〈共催：北九州脳神経外科フォーラム、市医師会、バイエル薬品㈱〉 
座長  戸畑共立病院 脳神経外科 部長 辻 武寿 

一般演題 
１．「MRI ADC 値が脊索腫との鑑別に有用であり乳癌治療中に診断された頭蓋底部軟骨肉腫」 
                             産業医科大学 脳神経外科 清野 純平 
２．「分岐部脳動脈瘤に対するパルスライダー」       小倉記念病院 脳神経外科 阿河 祐二 
特別講演 
「最近の血管内治療～私たちが北九州で目指すこと～」 

     産業医科大学 脳卒中血管内科学 教授 田中 優子 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･32(0.5 単位)･78(0.5 単位)≫ 

 １２.６（月） 
１９時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3.11.17 
事前申込先 

変更 

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：武田薬品工業㈱ 
TEL.093-512-5040 
FAX.093-551-6480 

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 
※12 月 5 日（日）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-9300-5031 

 
※会費 500 円（会場受講者） 

第 15 回北九州消化管研究会（共催：北九州消化管研究会、市医師会、武田薬品工業㈱〉 
講演１                   座長  産業医科大学 内視鏡部 部長 芳川 一郎 
「抗血栓薬内服患者の上部消化管出血～リスクの評価と当院の現状～」 

小倉記念病院 消化器内科 主任部長 白井 保之 
 講演２                   座長  芦屋中央病院 理事長・病院長 櫻井 俊弘 
 「Third-space endoscopy の新展開～食道ｱｶﾗｼｱに対する POEM、粘膜下腫瘍に対する POET を中心に～」 

福岡大学病院 消化器外科 准教授 塩飽 洋生 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…50(0.5 単位)･51(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

 １２.８（水） 
１８時２０分 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 
 

＜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 
※12 月 1 日（水）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.03-6272-2004 

 
※会費 1,000 円（会場受講者） 

第 139 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㈱〉 
 製品情報提供：『リベルサス錠について』 
                    座長  産業医科大学 第 1内科学講座 教授 田中 良哉 
 基調講演 
 「2 型糖尿病の治療戦略～経口 GLP-1 受容体作動薬への期待～」 

産業医科大学 臨床研究推進センター センター長・診療教授 岡田 洋右 
 特別講演 
 「内分泌糖尿病領域の最近のトピックスから」 

群馬大学大学院 医学系研究科 内分泌代謝内科学 教授 山田 正信 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 
 

 １２.８（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 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㈱〉 
司会  九州鉄道記念病院 消化器内科 光岡 浩志・戸畑共立病院 消化器病センター 酒見 亮介 
症例検討（３題予定） 
教育講演 
「当院での消化器における寄生虫疾患」（仮）      九州鉄道記念病院 消化器内科 光岡 浩志 

≪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)≫ 

 １２.１４（火） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

㈱ビジョンデザイン 
TEL.03-6661-2165 

第 530 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、共和薬品工業㈱、吉富薬品㈱〉 
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 
「リワークプログラム利用者の復職後の就労継続性に関する効果研究」 

                                かなめクリニック 院長 要 斉 
特別講演（19 時 30 分～）         座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「共同意思決定（Shared Decision Making:SDM）による双極性障害治療戦略」 

琉球大学大学院 医学研究科精神病態医学講座 准教授 高江洲 義和 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･69(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 １２.１４（火） 
１８時４５分 

Web 配信のみ 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱ 

TEL.093-551-6671 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-9330-2526 

第 42 回北九州糖尿病治療懇話会（Web 講習会） 
〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、市薬剤師会、県臨床衛生検査技師会、北九州 CDE の会、ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱〉  
 情報提供：『GLP-1 受容体作動薬 セマグルチド』（18 時 45 分～） 
                           座長  萩原中央病院 糖尿病・代謝内科 森田 恵美子 
一般講演（19 時～）            
「当院における糖尿病療養指導の取り組み」         小倉記念病院 外来主任 砂山 裕子 
特別講演（19 時 30 分～） 
「新しい GLP-1 が変える 2 型糖尿病治療」 

医療法人社団紘和会 平和台病院 名誉理事長 中村 周治 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
◇ 令和３年１２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 １２.１４（火） 
１９時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R3.11.19 
＜追 加＞ 

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：旭化成ファーマ㈱ 

FAX.093-512-5177 
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 
 

【当日緊急連絡先】 

TEL.080-3540-7475 

 

※会費 1,000 円（会場受講者） 

第 230 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～） 
特別講演（19 時 10 分～）               座長  入江整形外科医院 院長 入江 学 
「男性骨粗鬆症の落とし穴～生活習慣との関連と薬物治療の選択について～」 
  新小倉病院 診療部長・整形外科部長・人工関節センター長・リハビリテーション部長 森 俊陽 

≪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)≫ 

 １２.１６（木） 
１８時４５分 

Web 配信のみ 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：サノフィ㈱ 
TEL.080-8052-8059 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-9996-4854 

12 月度北九州市皮膚科医会研修会（Web 講習会）〈共催：市皮膚科医会、市医師会、サノフィ㈱〉 
 製品紹介：『デュピクセント 皮下注 300mg ペン』（18 時 45 分～） 
特別講演（19 時～）          座長  産業医科大学 皮膚科学教室 准教授 岡田 悦子 

 「Type2 炎症から考えるアトピー性皮膚炎の治療戦略」 
佐賀大学医学部 内科学講座皮膚科 教授 杉田 和成 

≪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)≫ 

 １２.１６（木） 
１９時 

Web 配信のみ 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：塩野義製薬㈱ 
FAX.093-522-5134 
必要事項：①施設名 
②受講者名③ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
※12 月 10 日（金）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.093-531-5288 

第 574 回北九州地区小児科医会例会（Web 講習会）〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、塩野義製薬㈱〉 

演題                       座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 
「インフルエンザの最新情報：再びの流行に備えて」 

           ㈱リチェルカクリニカ 代表取締役 
日本臨床内科医会 インフルエンザ研究班 リサーチディレクター 池松 秀之 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

 １２.１６（木） 
１８時３０分 

 
 
 
 

 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：ｳﾞｨｱﾄﾘｽ製薬㈱ 

TEL.080-2194-6595 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5059-2733 

第 5 回北九州膵疾患懇話会（Web 講習会）〈共催：北九州膵疾患懇話会、市医師会、ヴィアトリス㈱〉 

特別講演                   座長  JCHO 九州病院 外科 医長 山田 大輔 
 「がん研有明病院の膵癌外科治療の現在地と今後の展望」 

がん研有明病院 肝・胆・膵外科 副部長 井上 陽介 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･21(0.5 単位)≫ 

門 司 １２.１５（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、田辺三菱製薬㈱〉 
特別講演                     座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
「潰瘍性大腸炎治療の現状」            北九州市立医療センター 副院長 秋穂 裕唯 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54 (0.5 単位)≫ 

小 倉 １２.６（月） 
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 

多職種協学カレッジ研修会（ポリファーマシー編）〈主催：小倉医師会〉 
 演題                                                    
 「ポリファーマシー解消へのアプローチ～症例から学ぶ 現場からの報告～」 

木村医院 院長 木村 喜男、コネクト合同会社 山口 征啓、よしたけ調剤薬局 鈴江 晃平 
≪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)･73(0.5 単位)≫ 

 １２.１４（火） 
１８時５０分 

Web 配信のみ 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
大塚製薬㈱ 

TEL.093-581-7321 
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、大塚製薬㈱、ノバルティスファーマ㈱〉 

情報提供：『エンレスト錠について』（18 時 50 分～） 
特別講演                    座長  水之江クリニック 院長 水之江 和宏 

 「心血管イベントを抑制するには？～厳格降圧療法を実践する～」 
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)≫ 

 １２.２０（月） 
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 

多職種協学カレッジ研修会（在宅医療福祉ネットワーク編）〈主催：小倉医師会〉 
 テーマ                                                    
 「在宅医療・福祉のためのフレイルの基本」 

九州労災病院 リハビリテーション科 部長 橘 智弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…13(0.5 単位)･19(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 

®  



 
◇ 令和３年１２月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
 
 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 １２.６（月） 
１９時 

 

Web 配信のみ 
 
 

＜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.090-8022-6387 

地域で在宅緩和ケアを考える web セミナー～後方連携を見据えて～（Web 講習会） 
〈共催：八幡在宅医会、八幡医師会、第一三共㈱〉 

   座長  八幡医師会 副会長・八幡在宅医会 会長・ふじもと内科クリニック 院長 藤本 裕司 
特別講演  
「地域がん緩和ケア『庄内プロジェクト』のあゆみ～構想から現在まで～」 

                               鶴岡市立荘内病院 院長 鈴木 聡 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･80(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 １２.１５（水） 
１９時 

 

八幡医師会館 
３階「情報処理室」 

 
 
 
 
 

八幡臨床外科医会 12 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会〉 
 講演                      座長  製鉄記念八幡病院 副院長 石川 幹真 

「日常診療に使える形成外科の創傷治療」  北九州市立八幡病院 統括部長・形成外科 田崎 幸博 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…56(0.5 単位)･58(0.5 単位)≫ 

産医大 １２.９（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 81 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～） 
「骨関節感染症」                 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．「化膿性関節炎の１例」 
２．「人工物感染症の１例」 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…60(0.5 単位)･61(0.5 単位)･62(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫ 

 １２.２１（火） 
１８時３０分 

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 

膠原病リウマチ科 
内分泌代謝糖尿病内科 
TEL.093-603-1611 
（内線 2422） 

第 507 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ科、内分泌代謝糖尿病内科〉 
 テーマ「関節リウマチに対する JAK 阻害薬」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…61 (1.5 単位)≫ 

その他 １２.１２（日） 
１４時 

Web 配信のみ 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

北九州市地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進課  
TEL.093-522-8724 

令和 3 年度北九州市支援者向け吃音講演会（Web 講習会）〈主催：北九州市〉 
 テーマ                                                    
 「支援者に役立つ吃音相談のポイント」  九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教 菊池 良和 

Ｎｏ．３ 


