
 
◇ 令和４年６月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
※事前申込先が FAX の場合は、①医療施設名（地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込みください。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ６.７（火） 
１８時３０分 
 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「クリスタル」 

 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：MSD㈱ 

  FAX.093-541-5018 
※5 月 31 日（火）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.03-6272-2004 

 
※会費：1,000 円（会場受講者） 

第 140 回北九州内分泌代謝糖尿病研究会〈共催：北九州内分泌代謝糖尿病研究会、市医師会、MSD㈱〉 

 座長  門司メディカルセンター 副院長 新生 忠司、やました甲状腺病院 院長 佐藤 伸也 
演題１ 

 「2 型糖尿病における SGLT2 阻害薬増量による有効性と安全性に関する検討」 
門司メディカルセンター 副院長 新生 忠司 

 演題２ 
 「甲状腺ホルモン補充後に顕在化し診断に至った ACTH 単独欠損症の一例」 

門司メディカルセンター 第三糖尿病・代謝内科部長 須貝 慧 
 演題３ 
 「甲状腺中毒症の鑑別において RAIU を検討すべき各種検査所見に関する検討」 

やました甲状腺病院 内科部長 橘 正剛 
 演題４ 
 「持続血糖モニタリング（CGM）で評価した 2 型糖尿病患者の低血糖リスク因子の分析」 
                        産業医科大学 第 1内科学講座 助教 上村 芙美 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(1.0 単位)≫ 

 ６.７（火） 
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 5 回～（Web 講習会）〈主催：市医師会〉 
講演              司会  小倉医師会理事・合馬内科クリニック副院長 合馬 誠一 
１．「在宅医療・介護連携支援センターについて」         在宅医療・介護連携支援センター 

 ２．「在宅医療における説明・同意と契約～ACP ガイドラインの趣旨に沿って～」 
在宅サポート ながさきクリニック 院長 長崎 修二 

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

 ６.８（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 6 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  製鉄記念八幡病院 消化器内科 部長 中村 滋郎 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 講師 大津 健聖 

症例検討（2題予定） 

教育講演 

「AI を用いた下部消化管内視鏡診断：大腸ポリープの検出能」 

福岡大学筑紫病院 消化器内科 講師 大津 健聖 

≪取得単位数…1.5、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)≫ 

 ６.１３（月） 
１９時 

 
 
 
 
 

R4.5.13 
＜変 更＞ 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「クリスタル」 

 
＜要事前申込＞ 
連絡先：MSD㈱ 

  TEL 
FAX.0120-860-744 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.03-4588-6851 

北九州 HPV ワクチンセミナー（共催：北九州産婦人科医会、北九州地区小児科医会、市医師会、MSD㈱〉 
講演                  座長  産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 
「子宮頸がん・HPV ワクチンの現状と課題」（仮）  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 

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

 ６.１５（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：バイエル薬品㈱ 

  FAX.092-411-1080 
 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2474-4613 

第 10 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、ﾊﾞｲｴﾙ薬品㈱〉 

一般講演                  座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 

「脳梗塞急性期に脳主幹動脈閉塞を再発し、全身性塞栓症を続発した症例」 

九州労災病院 脳血管内科 森田 隆雄 

 特別講演               座長  産業医科大学 第 2内科学講座 教授 片岡 雅晴 

「抗血栓療法の New Normal」  

済生会熊本病院 副院長 兼 心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(1.0 単位)≫ 

 ６.１５（水） 
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：田辺三菱製薬㈱ 
  TEL.093-521-3931 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5780-5177 

 
※会費：500 円（会場受講者のみ） 

第 33 回北九州リウマチ薬物治療懇話会 
〈共催：北九州リウマチ薬物治療懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱、ヤンセンファーマ㈱〉 

 一般演題             座長  産業医科大学 第 1内科学講座 准教授 中山田 真吾 
 １．「リウマチ薬物治療における病棟薬剤師の介入事例について」   飯塚病院 薬剤部 鬼丸 貴裕 
 ２．「当院でのリウマチケアチーム診療における薬剤師の役割」  戸畑総合病院 薬剤部 本村 友和 
 ３．「関節リウマチ患者の仕事の両立支援について」 

産業医科大学 就学・就労支援センター 蟻川 麻紀 
 特別講演               座長  産業医科大学 第 1内科学講座 教授 田中 良哉 
 「TNF 阻害薬を再考する」     慶応義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科 教授 金子 祐子 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10（0.5 単位）・61(1.0 単位)≫ 

 ６.１６（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
８階「第７会議室」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：大塚製薬㈱ 
  FAX.092-262-6516 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.090-5876-8968 

6 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、大塚製薬㈱〉 
 情報提供：『アトピー性皮膚炎治療剤 モイゼルト軟膏』のご紹介 
 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 
 「これからの小児アトピー性皮膚炎治療」 

神奈川県立こども医療センター 皮膚科 部長・横浜市立大学 皮膚科 臨床教授 馬場 直子 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



 
◇ 令和４年６月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
※事前申込先が FAX の場合は、①医療施設名（地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込みください。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ６.１７（金） 
１９時 

Web 配信 
・ 

パークサイドビル 
９階「大会議室」 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：エーザイ㈱ 

  FAX.093-571-6615 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.070-2490-6275 

 
※会費：1,500 円（Web 参加含む） 

第 27 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、エーザイ㈱〉 

 製品紹介：『抗てんかん剤フィコンパ錠』 

座長  九州労災病院 脳神経外科 部長 芳賀 整 

一般演題 

「当院での ORBEYE 外視鏡を用いた脳神経外科手術～現状と工夫～」（仮） 

小倉記念病院 脳神経外科 副部長 宮田 武 

 特別講演 

「脳腫瘍に対する診断・治療の進歩～脳腫瘍関連てんかんも含めて～」  

九州大学大学院医学研究院 脳神経外科 教授 吉本 幸司 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…35 (0.5 単位)・78（0.5 単位）・0(0.5 単位)≫ 

 ６.２０（月） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ㈱ 
  FAX.03-4588-9948 
※6 月 20 日（月）午前中締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.070-2158-1070 

第 466 回北九州肝臓病懇話会（Web 講習会）〈共催：北九州肝臓病懇話会、市医師会、ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ㈱〉 
                   司会  小倉医療センター 肝臓内科 内科医長 國吉 政美 
一般演題 

 １.「肝疾患による急性腹症について」     小倉医療センター 肝臓内科 内科医長 山下 晋作 
 ２.「7年半ソラフェニブ投与を行った肝細胞癌症例」  新小倉病院 消化器内科 部長 谷本 博徳 

特別講演 
 「HBs 抗原の消失～自然経過と治療介入～」          長崎医療センター 院長 八橋 弘 
≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15 (0.5 単位)・53（0.5 単位）・73(0.5 単位)≫ 

 ６.２２（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ダイヤモンド」 

 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：MSD㈱ 

  FAX.093-541-5018 
※6 月 15 日（水）締切 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.03-6272-2004 

第 535 回北九州精神科集談会 
〈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、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 
「出口を見据えた不眠症治療～4つのステップ～」         久留米大学 学長 内村 直尚 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(1.0 単位)≫ 

門 司 ６.１５（水） 
１８時５０分 

 
 
 
 

R4.6.3 
＜開催形式変更＞ 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階 「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：ヴィアトリス製薬㈱ 
  FAX.092-262-8502 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2194-6203 

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、ヴィアトリス製薬㈱〉 
製品紹介：『慢性便秘症治療薬 アミティーザ』に関して 
講演                       座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
「慢性便秘症治療の最前線」            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)…54(1.0 単位)≫ 

小 倉 ６.１０（金） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ダイヤモンド」 

 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱ 
TEL.080-3609-7142 
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 
（共催：小倉内科医会、小倉医師会、ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱、ファイザー㈱〉 

 基調講演                   座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「冠動脈疾患を有する患者の抗血栓療法の現状」   小倉記念病院 循環器内科 部長 道明 武範 
特別講演                 座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 

 「心房細動患者における脳卒中予防～抗凝固療法と新たな選択～」 
大阪医療センター 脳卒中内科 科長 山上 宏 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…78(1.0 単位)≫ 

 ６.２３（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

小倉医療センター会議室 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

小倉小児科医会事務局 
TEL.093-551-3181 

第 446 回小倉小児科医会臨床懇話会（共催：小倉小児科医会、小倉医師会〉 
 演題１ 
 「経口補水液を考える」              北九州市立医療センター 小児科 前原 健二 
演題２ 

 「WBGT（暑さ指数）から見た熱中症とその予防」   北九州市立医療センター 小児科 堀川 悠 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…19(1.0 単位)≫ 

 ６.２８（火） 
１９時 

 
 
 
 

R4.5.24 
＜追 加＞ 

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１ 
 「高齢者（向け）の食事と栄養」          東和病院 栄養科 管理栄養士 二階堂 綾子 
テーマ２ 

 「地域で支える誤嚥性肺炎の診療」   
クイーンエリザベス病院 グリニッジ大学 臨床研究員 医学博士 吉松 由貴 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…47(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



 
◇ 令和４年６月分市医及び各区講演会一覧表 ◇ 

 
※事前申込先が FAX の場合は、①医療施設名（地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込みください。 

 

◆令和４年４月１日より、カリキュラムコードが一部改訂されておりますので、ご留意ください。 

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 血尿（肉眼的、顕微鏡的） 

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（睡眠障害） 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・COPD 

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 新のトピックス・その他 

 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 ６.１６（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：MSD㈱ 

  FAX.093-541-5018 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5888-4364 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、MSD㈱〉 
講演                   座長  佐藤内科胃腸科クリニック 院長 佐藤 智雄 
「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 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(1.0 単位)≫ 

産医大 ６.２１（火） 
１８時３０分 

 
 
 
 

R4.5.16 
＜内容変更＞ 

 
R4.5.17 

＜CC 変更＞ 

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 
脳卒中血管内科 

膠原病リウマチ内科 
内分泌代謝糖尿病内科 
TEL.093-603-1611 

第 513 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：膠原病リウマチ内科、内分泌代謝糖尿病内科〉 
     脳卒中治療ガイドライン 2021 について 
テーマ「内分泌性高血圧について」 
                  0 

≪取得単位数…1.5、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(1.5 単位)≫ 

その他 ６.４（土） 
１５時 

Web 配信 
・ 

小倉医師会館 
１階「会議室」 

 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

小倉臨床外科医会事務局 
TEL.093-551-3181 

福岡県臨床外科医学会北九州支部総会・講演会〈主催：福岡県臨床外科医学会北九州支部〉 
 講演                        座長  後藤クリニック 院長 後藤 誠一 
 「脳血管障害のカテーテル治療」         小倉記念病院 脳神経外科 部長 波多野 武人 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…78(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 


