
◇ 令和４年１０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（所属地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 １０.５（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
北九州市医師会 
TEL.093-513-3811 

令和 4 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【前編】（Web 講習会）〈主催：市医師会〉 

                           司会  北九州市医師会 理事 小野 隆生 

 Ⅰ.「かかりつけ医の役割 編」            泌尿器科皮膚科上野医院 院長 大坪 広樹 

 Ⅱ.「基礎知識 編」                     千代クリニック 院長 平山 祐義 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(0.5 単位)･29 (1.0 単位))≫ 

※前後編受講された先生には、「かかりつけ医認知症対応力向上研修受講医」プレート及び「修了証書（北九
州市内の医師のみ）」を後日交付（後編は 10 月 17 日（月）開催） 

 １０.７（金） 
１８時３０分 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「エンパイア」 

 
＜要事前申込＞ 
協和キリン㈱ 

FAX.093-541-2235 
 

【当日緊急連絡先】 
ファイザー㈱ 

TEL.080-5059-2358 
 

※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

令和 4 年度第 1 回北九州ブロック乳がん検診従事者講習会・第 58 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                    司会  わかまつクリニック 院長 若松 信一 

１.「乳癌治療における薬剤師の取り組み（最近の話題）」  

北九州市立医療センター 薬剤課 がん化学療法担当課長 米谷 頼人 

 ２.「針生検では良性であったが、急激な増大傾向を示すため切除したところ浸潤性乳管癌と診断された一例」

産業医科大学 第２外科学 古賀 裕之 

 特別講演             座長  国立病院機構小倉医療センター 乳腺外科 轟木 秀一 

 「HR 陽性 HER2 陰性乳癌の治療戦略～Axillary Management から薬物療法まで～」 

大阪大学大学院医学系研究科 乳腺・内分泌外科学 教授 島津 研三 

≪取得単位数…1.5 単位、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)≫ 

 １０.８（土） 
１６時 

JR 九州ステーションホテル小倉 
５階「飛翔」 

 
 
 
 
 

第 51 回北九州リハビリテーション医会〈共催：北九州リハビリテーション医会、市医師会、㈱ツムラ〉 

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 

「高齢者誤嚥性肺炎の包括的リハビリテーション最前線～連携医療から香辛料・漢方の活用まで～」 

                 東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野 教授 海老原 覚 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…47(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

 １０.１１（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

ホテルクラウンパレス北九州 
１階「サファイア」 

 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
協和キリン㈱ 

TEL.093-541-2277 

第 2 回北九州 CKD コンソーシアム in 折尾 

〈共催：北九州 CKD 医療連携懇話会、市医師会、県透析医会北九州ﾌﾞﾛｯｸ、日本腎臓病協会、協和ｷﾘﾝ㈱〉〉 

総合司会  鍵山医院 院長 鍵山 明弘 

講演１ 

「北九州市 CKD（慢性腎臓病）予防連携システムについて」 

北九州市保健福祉局 健康医療部 健康推進課 渡辺 美穂 

 講演２ 

 「病診連携をいかした CKD の腎保護療法」    産業医科大学病院 腎センター 部長 宮本 哲 
 ディスカッション 「これからの CKD 予防連携システムを考える」 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

 １０.１２（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  芦屋中央病院 副院長・消化器内科 髙木 靖寛 

福岡ゆたか中央病院 消化器内科 甲斐 貴大 

症例検討（３題予定） 

教育講演 

「貧血を契機に発見された術前診断に苦慮した小腸病変の１例」 

                         福岡ゆたか中央病院 消化器内科 甲斐 貴大 

≪取得単位数…2.0 単位、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（木） 
１８時５０分 

小倉医師会館 
５階「講堂」 

 
 
 
 
 
 
 

北九州市医師会 在宅医療講習会～シリーズ研修 第 6 回～〈主催：市医師会〉 

                          座長  北九州市医師会 理事 原田 嘉和 

 講演 

１.「在宅医療・介護連携支援センターからお知らせ」     戸畑在宅医療・介護連携支援センター 

２.「在宅で「食事が摂れません！」と言われたら、どう診療されますか？」 

北九州市医師会 高齢社会対策委員会委員・健和会町上津役診療所 院長 川本 京子 

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

 １０.１７（月） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
北九州市医師会 
TEL.093-513-3811 

令和 4 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修【後編】（Web 講習会）〈主催：市医師会〉 

                           司会  北九州市医師会 理事 小野 隆生 

 Ⅲ.「診療における実践 編」              中央町おだクリニック 院長 小田 桂士 

 Ⅳ.「地域・生活における実践 編」               もりぞの内科 院長 森園 茂明 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(1.0 単位)･29 (0.5 単位))≫ 

※前後編受講された先生には、「かかりつけ医認知症対応力向上研修受講医」プレート及び「修了証書（北九
州市内の医師のみ）」を後日交付 

 １０.１８（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 

令和 4 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 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和４年１０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（所属地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 １０.１９（水） 
１８時３０分 

 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：田辺三菱製薬㈱ 

FAX.093-531-6083 
 

【当日緊急連絡先】 
吉富薬品㈱ 

TEL.080-5776-5307 

第 539 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、田辺三菱製薬㈱、 

ヤンセンファーマ㈱、吉富薬品㈱〉 
 講演１                座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
「遅発性ジスキネジアの新しい治療薬に期待する！」 

特定医療法人佐藤会 弓削病院 副院長 西山 浩介 
 講演２                 座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
「統合失調症治療を再考する～副作用と QOL 改善とともに～」 

和歌山県立医科大学 神経精神医学教室 教授 紀本 創兵 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(1.0 単位)･19(0.5 単位)≫ 

 １０.２０（木） 
１８時５０分 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：鳥居薬品㈱ 
FAX.092-282-1258 

 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-1316-6805 

10 月度北九州地区小児科医会学術講演会（Web 講習会）〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、鳥居薬品㈱〉 
 製品紹介：『コレクチム軟膏』（18 時 50 分～） 

座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 
一般講演  
「小児の舌下免疫療法～よくわかる基礎から臨床まで～」 

小倉きふね病院 アレルギー科 部長 岡部 貴裕 
 特別講演  
 「小児アトピー性皮膚炎の最前線～新たな治療選択肢を生かして～」 

神奈川県立こども医療センター 皮膚科 部長 馬場 直子 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…39(0.5 単位)･73(1.0 単位)≫ 

 １０.２０（木） 
１９時 

 
 
 
 
 

R4.9.20 
＜演題変更＞ 

Web 配信 
・ 

パークサイドビル 
９階「会議室①・②」 

 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

日本イーライリリー㈱ 
TEL.080-9308-6582 

10 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、日本イーライリリー㈱）〉 
 製品紹介：『オルミエント  錠』 
                    座長  産業医科大学 皮膚科学教室 准教授 岡田 悦子 
講演１ 

 「アトピー性皮膚炎治療におけるバリシチニブの位置づけ」 
産業医科大学 皮膚科学教室 助教 山本 佳世 

 講演２ 
 「Shared decision making と医療保険制度を診療の力にする」 

筑波大学附属病院 病院教授 古田 淳一 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.0 単位)≫ 

 １０.２０（木） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
ファイザー㈱ 

TEL.080-3540-6895 

ストップ！NO 卒中プロジェクト 2022 支部講演会 in 北九州（Web 講習会） 
〈共催：日本脳卒中協会、市医師会、ファイザー㈱〉 

 特別講演   座長  高野内科ｸﾘﾆｯｸ 院長／日本脳卒中協会 北九州支部 副支部長 高野 健太郎 
 「福岡県の循環器病対策の現状と脳卒中治療ガイドライン２０２１の要点」 

国立病院機構九州医療センター 副院長／日本脳卒中協会 福岡県支部長 岡田 靖 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(1.0 単位)≫ 

 １０.２１（金） 
１９時 

Web 配信 
・ 

TKP 小倉シティセンター 
６階「KOKURA ホール」 

 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
第一三共㈱ 

TEL.090-6954-2646 

第 16 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の研究会、市医師会、㈱ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ九州㈱、第一三共㈱〉 

 講演１                        座長  霧ヶ丘つだ病院 院長 津田 徹 
 「高血圧と SAS の相互関連」 

 福岡県済生会二日市病院 循環器内科 顧問・睡眠医療センター長 安藤 眞一 
 講演２                    座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「心房細動診療においてカギとなる閉塞性睡眠時無呼吸の管理」 

日本医科大学 循環器内科 准教授 岩﨑 雄樹 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…20(1.0 単位)≫ 

 １０.２７（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

ホテルクラウンパレス北九州 
１階「パール・サファイア」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：中外製薬㈱ 
FAX.093-511-1724 

 
 

※会費：会場受講者のみ 500 円 

令和 4 年度第 1 回北九州ブロック肺がん検診従事者講習会・第 10 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  飯塚病院 呼吸器内科 部長 飛野 和則 
「進化する肺癌治療：時代の転換点」      北九州市立医療センター 呼吸器外科 山口 正史 
一般演題（20 時～）         座長  産業医科大学 第１病理学 教授 久岡 正典 

JCHO 九州病院 病理診断科 診療部長 本下 潤一 
テーマ：「診断に難渋した症例」／「診断に外科的処置を要した症例」 
１．「喘息治療中に発熱、皮疹が出現した症例」         飯塚病院 呼吸器内科 坂部 光邦 
２．「肺癌合併が疑われた肺化膿症に対して外科的切除を施行した症例」 
                             産業医科大学 第２外科学 荒木 真一 
３．「BulkyN2 末梢小型小細胞肺癌の１例」         小倉記念病院 呼吸器外科 橋本 鉄平 
４．「外科的肺生検で診断に至ったランゲルハンス細胞組織球症の一例」 
                           産業医科大学 呼吸器内科学 前田 幸則 
５.「急速に増大する多発 GGN に対して外科的切除を行った一例」 

北九州市立医療センター 呼吸器外科 小齊 啓祐 
 ６.「前縦隔多発結節に対し生検を施行した症例」         飯塚病院 呼吸器外科 武 伸行 
 ７.「診断に外科的処置を要した前縦隔腫瘍の一例」      JCHO 九州病院 外科 小佐井 孝彰 

≪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)≫ 

Ｎｏ．２ 

® 



◇ 令和４年１０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（所属地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 １０.２９（土） 
１５時 

 
 
 
 
 
 
 

R4.9.20 
＜申込先変更＞ 

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：帝人ヘルスケア㈱ 
FAX. 093-512-7075 

093-512-7050 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2018-4301 

 

※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 27 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  国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 臨床研究部 病態生理研究室 室長 日髙 孝子 
 １.「HOT 導入後患者様の１年後の評価」（仮） 

産業医科大学若松病院 リハビリテーション部 副技師長 中元 洋子 
 ２.「ハイフローセラピー～FLOCOP 試験・在宅ハイフローセラピーを踏まえて～」（仮） 

霧ヶ丘つだ病院 慢性呼吸器疾患看護認定看護師 井本 久紀 
 教育講演                    座長  大島呼吸器クリニック 院長 大島 司 
 「呼吸リハビリテーションに関する話題」（仮） 

長崎呼吸器リハビリクリニック リハビリテーション科 主任 北川 知佳 
 特別講演                   座長  霧ヶ丘つだ病院 理事長・院長 津田 徹 
 「病院と地域における多職種連携～呼吸ケアのオンリーワンを目指して～」 
                     国家公務員共済組合連合会 高松病院 病院長 森 由弘 
≪取得単位数…1.5 単位、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)≫ 

門 司 １０.１９（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：住友ファーマ㈱ 
FAX.092-432-5612 

※10 月 5 日（水）締切 

 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-7423-8412 

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、住友ファーマ㈱〉 
                          座長  ごとうクリニック 院長 後藤 博茂 
講演１ 

 「２型糖尿病治療は新次元に～ミトコンドリアが魅せる最新の治療とは～」 
                      新小倉病院 糖尿病センター センター長 藤本 良士 
 講演２ 
 「当院におけるイメグリミンの使用経験～CGM データを含めて～」 

門司メディカルセンター 副院長 新生 忠司 
 ディスカッション  
 パネリスト  新小倉病院 糖尿病ｾﾝﾀｰ長 藤本 良士・門司ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ 副院長 新生 忠司 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76 (1.0 単位)≫ 

小 倉 １０.１８（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

JR 九州ステーションホテル小倉 
５階「飛翔」 

 
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〈共催：小倉内科医会、小倉医師会、協和キリン㈱〉 
 特別講演                   座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「わかりやすいパーキンソン病の初期診療」 

製鉄記念八幡病院 脳卒中・神経センター長 脳神経内科部長 荒川 修治 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…62 (1.0 単位)≫ 

 １０.２７（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

国立病院機構小倉医療ｾﾝﾀｰ 
「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 449 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 
 「アレルギー疾患をもつこどもたちのために専門的な医療を提供する 

～小児アレルギーセンター設立にむけて～」 国立病院機構小倉医療センター 小児科 河原 隆浩 
 演題２ 
 「医療的ケア児サポートセンターの取り組み」 国立病院機構小倉医療センター 小児科 酒見 好弘 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12 (1.0 単位)≫ 

 １０.２７（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

小倉医師会介護ｻｰﾋﾞｽ総合ｾﾝﾀｰ  
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１ 
「データヘルスの基盤となるオンライン資格確認と電子処方箋の運用について」 

 たまち薬局 山本 陽一 
 演題２ 
 「オンライン資格確認を活用したポリファーマシー対策」（仮）     木村医院 院長 木村 喜男 
 演題３ 
 「薬局におけるオンライン資格確認導入の実際」（仮）          下曽根調剤薬局 吉永 峻 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…9(1.0 単位)≫ 

八 幡 １０.１３（木） 
１８時５０分 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
別館２階「ルミネスタ」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：田辺三菱製薬㈱ 
FAX.093-531-6083 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-9306-7565 

八幡小児科医会講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡医師会、田辺三菱製薬㈱〉 
 製品紹介（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                    座長  今井医院 院長 今井 伸恵 
 「コロナ時代の予防接種戦略」    JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 小児科 診療部長 田中 敏博 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

 １０.２０（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：協和キリン㈱ 
FAX.093-541-2235 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-3522-5891 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、協和キリン㈱〉 
 特別講演                    座長  吉祥寺クリニック 理事長 内田 裕之 
 「忘れていませんか 糖尿病網膜症～内科医が失明の引き金を引かないために注意すべきこと～」 

大島眼科病院 糖尿病内科 内科部長 田代 憲司 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36 (1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．３ 



◇ 令和４年１０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（所属地区名含む） ②受講者名 ③メールアドレスを記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

八 幡 １０.２５(火) 
１８時３０分 

Web 配信 
・ 

ホテルクラウンパレス北九州  
１階「サファイア」 

 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ニプロ㈱ 
TEL.080-3392-1658 

北九州急性膵炎セミナー〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、ニプロ㈱）〉 
 情報提供：『AP チェック・エソメプラゾール AG』 
 一般演題                   座長  北九州市立八幡病院 病院長 岡本 好司 
 「急性膵炎診療における感染性膵壊死に対するステップアップ・アプローチについて」 

産業医科大学 第１外科学教室 助教 森 泰寿 
 特別講演                  座長  産業医科大学 第３内科学 教授 原田 大 
 「急性膵炎における内視鏡治療の今昔物語」   東京医科大学 消化器内科 主任教授 糸井 隆夫 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(1.0 単位)･59(0.5 単位)≫ 

産医大 １０.１１（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 

循環器内科、腎臓内科 
TEL.093-603-1611（内線 7908） 

第 516 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：循環器内科、腎臓内科〉 
 テーマ「COVID-19 ワクチン接種に関連したネフローゼ症候群」 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…24 (0.5 単位)･64(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

その他 １０.２０（木） 
１８時３０分 

 
 

R4.10.4 
＜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 163 回北九州透析懇話会〈主催：北九州透析懇話会〉 
                         司会  高橋内科クリニック 院長 下池 英明 
 講演 
 「高血圧：最新の話題／透析アミロイドの実態」  

福岡大学医学部 衛生・公衆衛生学 主任教授 有馬 久富 
 施設紹介 
 「今村クリニックの現況」           今村クリニック 医師・臨床工学技士 今村 克郎 

 
◆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 

 


