
 
◇ 令和４年３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 ３.１（火） 
１９時 

 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 

令和 3 年度ペリネイタルビジット研修会〈主催：市医師会〉 
司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 

講演 
１．「産後ケア（うつ）事業について」              福岡県助産師会 会長 佐藤 香代 

 ２．「医療機関ケースについて」       末永産婦人科麻酔科医院 婦長 助産師 末永 伊都美 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･70(0.5 単位)≫ 

 ３.４（金） 
１８時 

 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ヤンセンファーマ㈱ 
TEL.080-1318-1185 

第 532 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、ヤンセンファーマ㈱〉 
製品説明：『持効性注射剤 ゼプリオン TRI 水懸筋注』 
一般講演                 座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「統合失調症患者における自動車運転技能評価」           堤病院 精神科 北川 奨悟 
特別講演                座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「のぞえの丘病院の児童思春期病棟における、治療的な取り組みについて」 

医療法人コミュノテ風と虹 のぞえの丘病院 院長 堀川 直希 
≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･7(0.5 単位)･10(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 ３.７（月） 
１９時 

パークサイドビル 
９階「大会議室」 

 
 
 

令和 3 年度救急災害医療研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        座長  北九州市医師会 理事 岩本 拓也 
「新型コロナウイルス感染症における保健所の対応」      北九州市保健所 所長 田中 隆信 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.5 単位)≫ 

 ３.１０（木） 
１８時５０分 

Web 配信のみ 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
北九州市医師会 
TEL.093-513-3811 

北九州市医師会在宅医療講習会～シリーズ研修 第 4 回～（Web 講習会）〈主催：市医師会〉 
講演                         司会  北九州市医師会 理事 権頭 聖 
１．「在宅医療・介護連携支援センターについて」       門司在宅医療・介護連携支援センター 

 ２．「在宅におけるがん緩和ケア～身体的苦痛から和らげよう～」 
医療法人新田医院 院長 新田 智之 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…80(0.5 単位)･81(0.5 単位)≫ 

 ３.１１（金） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「クリスタル」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
協和キリン㈱ 

TEL.093-541-2277 
 

※会費 会場受講のみ 1,000 円 

第 59 回北九州小児血液・腫瘍懇話会〈共催：北九州小児血液・腫瘍懇話会、市医師会、協和キリン㈱〉 
一般講演                座長  産業医科大学 小児科学教室 講師 本田 裕子 
１．「肝炎発症後の再生不良性貧血の治療戦略について」（仮） 

産業医科大学 小児科学教室 助教 浅井 完 
２．「2000 年代出生の血友病患者のスポーツ参加とスポーツ関連出血」 

福岡県済生会八幡総合病院 小児科 医長 白山 理恵 
特別講演                         座長  北九州八幡東病院 白幡 聡 
「血液内科医からみた 新の貧血治療について」 

国立大学法人東北大学大学院 医学系研究科 血液・免疫病学分野 教授 張替 秀郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･9(0.5 単位)･15(0.5 単位)≫ 

 ３.１７（木） 
１８時５０分 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
アッヴィ合同会社 
TEL.080-2194-6683 

3 月度北九州市皮膚科医会研修会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、アッヴィ合同会社〉 
 製品紹介（18 時 50 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 
「アトピー性皮膚炎の治療で JAK を阻害することの意義と期待」 

京都大学大学院医学研究科 皮膚科学講座 教授 椛島 健治 
※ JAK･･･Janus kinase（ヤヌスキナーゼ）の略 

非受容体型チロシンキナーゼの一つで、サイトカイン受容体などと結合して基質をリン酸エステル化する
ことによって、炎症性サイトカインなどの信号を伝達する 

≪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)≫ 

 ３.１８（金） 
１９時 

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：中外製薬㈱ 
FAX.092-471-6968 

必要事項：①医療機関名 
②所属地区③受講者名 
④メールアドレス 

 

令和 3 年度第 2 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 9 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１                  座長  飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野 和則 
「進歩する非小細胞肺癌の個別化医療～その実現のために～」 

九州大学病院 がんセンター・呼吸器科 助教 岩間 映二 
 特別講演２                座長  産業医科大学 第 1病理学 教授 久岡 正典 
 「肺癌の病理診断：人と機械の協調を目指して」 

埼玉県立がんセンター 病理診断科 副部長 元井 紀子 
≪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)≫ 

 ３.２２（火） 
１９時 

小倉医師会 
５階「講堂」 

 
 
 
 

第 3 年度北九州市医師会予防接種研修会（主催：市医師会〉 
講演                        司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
「新型コロナワクチン等について」（仮）      産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･9 (0.5 単位)･11 (0.5 単位)≫ 

 ３.２４（木） 
１９時 

小倉医師会 
５階 「講堂」 

 
 
 

北九州市医師会学校医研修会〈主催：市医師会〉 
 講演                        司会  北九州市医師会 理事 天本 祐輔 
 「脊柱側わん症早期発見について」     産業医科大学 整形外科学教室 准教授 中村 英一郎 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･7(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 ３.２５（金） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
大正製薬㈱ 

TEL.080-1005-9152 

第 262 回北九州整形外科医会（Web 講習会）〈共催：北九州整形外科医会、市医師会、大正製薬㈱〉 
製品紹介：『経皮吸収型鎮痛消炎剤 ロコアテープ』（19 時～） 
特別講演（19 時 15 分～）      座長  北九州市立八幡病院 整形外科 統括部長 岡部 聡 
「関節の痛み・しびれの症状に潜む腫瘍性疾患」 

新潟大学大学院医歯学総合研究科 整形外科学分野 教授 川島 寛之 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
◇ 令和４年３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 ３.２８（月） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 

第 3 年度第 2 回乳幼児健診登録医療機関研修会〈主催：市医師会〉 
司会  北九州市医師会 理事 吉田 雄司 

講演 
「小児眼科～目の検査の大切さ～」         北九州市立総合療育センター 眼科 高橋 広 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 ３.３０（水） 
１９時 

 
 
 

R4.3.7 
＜開催形式変更＞ 

Web 配信のみ 
 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
【当日緊急連絡先】 
北九州市医師会 
TEL.093-513-3811 

北九州ブロック医師会生涯教育講座〈共催：県医師会、北九州ブロック医師会〉 
講演                        司会  北九州市医師会 理事 河野 惠美 
「アンチエイジング～老化の原因物質（AGE）について～」 
         昭和大学医学部内科学講座 糖尿病・代謝・内分泌内科学部門 教授 山岸 昌一 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…75(0.5 単位)･76(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

門 司 ３.１６（水） 
１８時４５分 
 

Web 配信 
・ 

門司区医師会 
３階 「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：大正製薬㈱ 
FAX.03-3980-2428 

必要事項：①講習会名（3/16
門司区内科医会）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.080-2157-2638 

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、大正製薬㈱〉 
情報提供：『選択的 SGLT2 阻害剤ルセフィ錠』（18 時 45 分～） 
特別講演（19 時～）                座長  清見白石内科医院 院長 白石 明彦 
「高齢者を考慮した糖尿病治療」   製鉄記念八幡病院 糖尿病センター センター長 中村 宇大 

≪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 ３.１５（火） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ノーベルファーマ㈱ 
TEL.070-2477-9577 
TEL.070-3813-6258 
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、ノーベルファーマ㈱、㈱アトル〉 

製品紹介：『酢酸亜鉛製剤ノベルジン 錠・顆粒』（19 時～） 
特別講演（19 時 10 分～）            座長  山本内科・糖尿病内科 院長 山本 操 

 「味覚障害のキーポイント～亜鉛と全身疾患・高齢者への対応～」 
産業医科大学 産業医臨床研修等指導教員 准教授 
耳鼻咽喉科・頭頸部外科（嗅覚・味覚外来担当医） 柴田 美雅 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･21(0.5 単位)≫ 

八 幡 ３.３（木） 
１９時 

 
 

R4.2.24 
＜開催形式変更＞ 

Web 配信のみ 
※上限人数に達したため、
申込は締め切っております 

 
八幡医師会 

３階「講堂」他 
 

第 25 回北九州西部地区医療安全研修会〈共催：北九州西部地区医療安全連絡会議、八幡医師会〉 
司会・座長  北九州市立八幡病院 副院長・八幡医師会 医療安全副担当理事 岡本 好司 

 講演 
 「薬剤耐性菌対策と抗菌薬適正使用」        小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

 ３.１６（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

八幡医師会 
３階「情報処理室」 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：大塚製薬㈱ 
FAX.093-592-8270 

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.090-9017-9264 

八幡臨床外科医会 3 月例会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会、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』（19 時～） 
講演（19 時 15 分～）                座長  有吉クリニック 院長 有吉 俊一 

 「今どきの高血圧診療～外科の先生方こそキーパーソンかもしれない～」 
                     久留米大学医療センター 循環器内科 教授 甲斐 久史 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･82(0.5 単位)≫ 

 ３.１７（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：大日本住友製薬㈱ 

FAX.092-432-5612 
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.090-9540-1038 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、大日本住友製薬㈱〉 
 特別講演                 座長  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
 「新たな 2 型糖尿病治療薬イメグリミンへの期待」 
                   製鉄記念八幡病院 糖尿病センター センター長 中村 宇大 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(0.5 単位)･76(0.5 単位)≫ 

若 松 ３.１８（金） 
１９時 

Web 配信 
・ 

若松区医師会 
「視聴覚室」 

 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
若松区医師会 

TEL.093-761-5367 

令和 3 年度第 5 回若松区医師会研修会〈主催：若松区医師会〉 
 講演 
 「職員間コミュニケーション」   

SOMPO リスクマネジメント株式会社 医療・介護コンサルティング部 泉 泰子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7 (0.5 単位)･10(0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 

® 



 
◇ 令和４年３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 

産医大 ３.１５（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 

消化管内科・肝胆膵内科 
TEL.093-603-1611 
（内線 2434） 

第 510 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：消化管内科、肝胆膵内科〉 
 テーマ「ピロリ除菌後胃癌」 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･35(0.5 単位)･38(0.5 単位)≫ 

 ３.２４（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 83 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～） 
「性行為感染症」                 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．「淋菌性尿道炎の 1例」 
２．「性器ヘルペスの 1例」 

≪取得単位数…2.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･2(0.5 単位)･24(0.5 単位)･65(0.5 単位)≫ 

その他 ３.１７（木） 
１９時 

 
 
 

R4.2.22 
＜追 加＞ 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
アストラゼネカ㈱ 
TEL.070-2455-1837 

福岡県内科医会北九州ブロック保険診療懇話会 2022 
〈共催：県内科医会北九州ブロック、小野薬品工業㈱、アストラゼネカ㈱〉 

特別講演                        座長  八幡内科医会 会長 谷 良樹 
「CKD 治療における Dapagliflozin のインパクト」   小倉記念病院 腎臓内科 部長 原田 健司 
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ   座長  おんが中間内科医会 会長 打和 靖宏、若松内科医会 会長 田中 裕 
「保険診療レセプト審査の現状について」 

        福岡県内科医会 会長 江頭 芳樹、福岡県内科医会 副会長 上野 俊幸、 
   福岡県内科医会 専務理事 長尾 哲彦、福岡県社会保険診療報酬支払基金審査員 野坂 秀行 

Ｎｏ．３ 


