
◇ 令和４年１１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 １１.１（火） 
１８時５０分 

 
 
 

R4.10.25 
＜追 加＞ 

 
R4.10.31 
＜延 期＞ 

Web 配信 
・ 

TKP 小倉駅前ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ 
９階「第５会議室」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：㈱大塚製薬工場 
FAX.092-291-0171 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-6380-5874 

11 月度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、㈱大塚製薬工場〉 

 情報提供：『経口補水液オーエスワンの最近の話題』（18 時 50 分～） 

 講演（19 時～）                  座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 

 「経口補水療法をもう一度復習しよう～実はコロナ禍でも活躍していたその実力～」（仮） 

聖マリア病院 教育・研修センター センター長 靏 知光 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…51(1.0 単位)≫ 

 １１.８（火） 
１８時３０分 

Web 配信 
・ 

オリエンタルホテル福岡 
博多ステーション 

３階「YAMAKASA」 
 

＜要事前申込＞ 
田辺三菱製薬㈱ 
TEL.093-521-3931 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5776-4477 

福岡県透析医会学術講演会〈共催：福岡県透析医会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 

 講演                      座長  たまき腎クリニック 院長 玉置 清志 

 「診療報酬改定について」                    新王子病院 院長 筬島 明彦 

 特別講演             座長  小倉記念病院 副院長・腎臓内科主任部長 金井 英俊 

 １.「CKD 治療の現状と課題～インドキシル硫酸に関する最新の知見」 

九州大学医学研究院 総合コホートセンター 准教授 中野 敏昭 

 ２.「長時間透析と腎性貧血～HIF-PH 阻害薬との絡み～」 
福岡腎臓内科クリニック 副院長 谷口 正智 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…0(0.5 単位)･9 (0.5 単位)･73 (0.5 単位)≫ 

 １１.８（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 

令和 4 年度北九州市医師会乳がん検診精度管理研修会〈主催：市医師会〉 

                           司会  北九州市医師会 理事 河野 惠美 

 講演 

 １.「北九州市乳がん検診の現状と課題」 

北九州市医師会 乳がん検診精度管理委員長・島田乳腺クリニック 院長 島田 和生 

 ２.「マンモグラフィの読影のポイント」       糸島医師会病院 放射線科 部長 藤光 律子 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･11 (1.0 単位)≫ 

 １１.８（火） 
１９時２０分 

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 
旭化成ファーマ㈱ 
TEL.080-3540-7475 

 
※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 235 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㈱〉〉 

 製剤紹介：『テリボン皮下注 28.2μg オートインジェクター 開発ストーリードラマ』 

 特別講演                      座長  手島整形外科医院 院長 手島 鍛 

 「薬剤関連顎骨壊死（MRONJ）の考え方と対応～医科歯科連携～」 

九州歯科大学 生体機能科学講座 口腔内科学分野 准教授 吉賀 大午 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(1.0 単位)≫ 

 １１.１４（月） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 
 

令和 4 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 藤野 時彦 

 説明報告 

 「母子手帳アプリを活用した乳幼児・妊産婦健診の ICT 化について」 

北九州市子ども家庭局子育て支援課 

 講演 

 「北九州市母子モ ICT 操作の説明について」                   母子モ株式会社 

≪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)≫ 

 １１.１５（火） 
１８時３０分 

Web 配信のみ 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
ヴィアトリス製薬㈱ 
TEL.080-5059-2733 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2194-6595 

第 7 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、ヴィアトリス製薬㈱〉〉 

座長  小倉記念病院 消化器内科 部長 中嶋 哲也 

 一般講演 

 「膵切後の外分泌機能不全とパンクレリパーゼについて（当院の使用経験から）」（仮） 

北九州市立医療センター 外科 竜口 崇明 

 特別講演 

 「膵がんの早期診断とゲノム治療の最前線～内科医／内視鏡医ができる早期発見、ゲノム診断への道～」 

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科 医長 肱岡 範 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(1.0 単位)≫ 

 １１.１５（火） 
１９時 

市立商工貿易会館 
２階「多目的ホール」 

 
 
 
 
 
 

令和 4 年度第 2 回北九州ブロック胃集検読影従事者講習会・第 251 回生涯教育講座 

〈共催：市医師会、オリンパスマーケティング㈱〉 

 情報提供：『内視鏡システムの適正使用について』（18 時 45 分～） 

 講演（19 時～）                   座長  北九州小倉病院 院長 吉田 智治 

 「胃癌の分子生物学的分類と内視鏡診断」 

山口大学大学院医学系研究科 基礎検査学 教授 西川 潤 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(1.5 単位)≫ 

 １１.１７（木） 
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 
協和キリン㈱ 

TEL.093-541-2277 

11 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、協和ｷﾘﾝ㈱〉〉 

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 

「産業医大皮膚科における乾癬治療の取り組み」  産業医科大学 皮膚科学教室 講師 澤田 雄宇 

 特別講演（19 時 15 分～） 

 「World Perspective on Calcipotriene and Betamethasone Dipropionate Aerosol Foam」 
        （カルシポトリオールとベタメゾンのスプレー製剤の世界観） 

        カリフォルニア大学 皮膚科学教授／サンフランシスコ乾癬治療センター所長 

NPF（米国乾癬患者会）医学委員 John Y.M. Koo 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和４年１１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 １１.１７（木） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
第一三共㈱ 

TEL.070-1469-7090 
 

※会費：会場受講者のみ 500 円 

第 34 回北九州がんセミナー（Web 講習会）〈共催：北九州がんセミナー、市医師会、第一三共㈱〉 

 演題（19 時～）              司会  産業医科大学 第２外科学 教授 田中 文啓 

 １.「RFID マーキングシステム（SuReFInD®）を用いた転移性肺腫瘍に対するアプローチ」 

産業医科大学 第２外科学 吉松 克真 

 ２.「トリプルネガティブ乳癌における臨床病理学的予後因子の検討」 

北九州市立医療センター 外科 田原 有希 

 特別講演（19 時 30 分～）            座長  製鉄記念八幡病院 副院長 石川 幹真 

 「胃癌化学療法を３次治療まで到達するために～１次治療 ICI からエンハーツまで～」 

岐阜大学医学部附属病院 がんセンター 准教授 牧山 明資 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･0(1.0 単位)≫ 

 １１.２１（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.03-4588-9959 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-9862-1036 

第 467 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  北九州市立医療センター 内科部長 河野 聡 

 一般演題（19 時～） 

 １.「人間ドックでみつかった多発肺結節を伴う肝腫瘤」   九州労災病院 消化器内科 倉重 智之 

 ２.「診断に苦慮した肝腫瘍」               産業医科大学 第３内科学 池見 雅俊 

 特別講演（20 時～） 

 「C 型肝炎治療の最近の話題」        近畿大学医学部 消化器内科 特命准教授 萩原 智 

≪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)･18(0.5 単位)･0(0.5 単位)≫ 

 １１.２２（火） 
１８時１０分 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
共和薬品工業㈱ 

TEL. 080-8519-9372 

第 540 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㈱〉 

 製品紹介：『ビプレッソ徐放錠』（18 時 10 分～） 

 一般講演（18 時 20 分～）       座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 

 「育児と男性の気分障害」            産業医科大学 精神医学教室 助教 橋本 玲亜 

 特別講演（18 時 50 分～）         座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 

 「“病院の手入れ”は誰がする？～組織支援のための精神分析～」 

東京都済生会中央病院 健康デザインセンター センター長 白波瀬 丈一郎 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(1.0 単位)･11 (0.5 単位))≫ 

 １１.２４（木） 
１９時 

黒崎ひびしんホール 
「大ホール」 

 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年度第 1 回医療安全対策研修会〈主催：市医師会〉 

司会・座長  北九州市医師会 理事 浦田 康 

 報告 

 「市保健所の医療安全相談コーナーについて」             北九州市保健所医務薬務課 

 講演 

 「訪問診療や介護施設における COVID-19 診療の現状と課題」（仮） 権頭クリニック 院長 権頭 聖 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(0.5 単位)･8(0.5 単位)･11(0.5 単位)≫ 

 １１.２５（金） 
１９時 

 

Web 配信 
・ 

アートホテル小倉ニュータガワ 
２階「舞」 

※会場受講は先着 40 名 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
杏林製薬㈱ 

TEL.093-531-4035 
 

※会費：会場受講者のみ 500 円 

第 10 回北九州呼吸器疾患を学ぶ会〈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』 
一般演題                   座長  霧ヶ丘つだ病院 理事長・院長 津田 徹 
「慢性咳嗽に対する鑑別診断・治療の考え方」        戸畑総合病院 呼吸器内科 野口 真吾 

 特別講演                座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
「呼吸器感染症に対する抗菌薬の選択について」 

宮崎大学医学部 内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野 教授 宮崎 泰可 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･47(0.5 単位)≫ 

 １１.２６（土） 
１８時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「オーキッド」 

 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

はまのうえ眼科医院 
TEL.093-581-3788 

北九州ブロック眼科（秋）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
 講演                        座長  JCHO 九州病院 副院長 藤澤 公彦 
 「wAMD の診療アップデート」（仮）   福岡歯科大学医科歯科総合病院 眼科 教授 大島 裕司 
≪取得単位数…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…36(2.0 単位)≫ 

 １１.２９（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＞ 
第一三共㈱ 

TEL.093-512-7180 
FAX.093-551-6686 
※どちらでも可 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2135-8799 

 
※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 53 回北九州骨・関節セミナー〈共催：北九州臨床整形外科医会、市医師会、第一三共㈱〉 

                         座長  北九州市立八幡病院 副院長 岡部 聡 

 基調講演 

 「手根管症候群を再考する～神経障害性疼痛に対する治療戦略～」桜クリニック 副院長 大茂 壽久 

 特別講演 

 「骨盤周囲外傷を整形外科の視点で診る」 

新潟県立燕労災病院 外傷再建外科 部長・福島県立医科大学 外傷再建学講座 伊藤 雅之 

≪取得単位数…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…57(1.0 単位)･63(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



◇ 令和４年１１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 １１.２９（火） 
１９時 

 
 
 
 
 
 

R4.10.25 
＜追 加＞ 

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＞ 
田辺三菱製薬㈱ 
FAX.093-531-6083 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5780-5177 

 
※会費：会場受講者のみ 500 円 

第 21 回北九州炎症性腸疾患懇話会〈共催：北九州炎症性腸疾患懇話会、市医師会、田辺三菱製薬㈱〉 

 一般演題                       座長  戸畑共立病院 副院長 宗 祐人 

 １.「肺塞栓症・深部静脈血栓症を合併した高齢発症の重症型潰瘍性大腸炎」 

戸畑共立病院 消化器病センター 松岡 弘樹 

 ２.「炎症性腸疾患患者における両立支援」     産業医科大学 第３内科学 助教 久米井 伸介 

 特別講演                       座長  芦屋中央病院 院長 櫻井 俊弘 

「高齢者潰瘍性大腸炎診療のポイント」      防衛医科大学校 内科学講座 教授 穂苅 量太 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…53(0.5 単位)･54(0.5 単位) ･73(0.5 単位)≫ 

 １１.２９（火） 
１８時５０分 

 
 
 
 
 
 

R4.10.31 
＜追 加＞ 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
ノボ ノルディスク ファーマ㈱ 

FAX.093-551-6692 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5927-8833 

第 43 回北九州糖尿病治療懇話会 

〈共催：北九州糖尿病治療懇話会、市医師会、北九州 CDE の会、ノボ ノルディスク ファーマ㈱〉 

 情報提供（18 時 50 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 

 「外来でのグルカゴン点鼻薬処方の実際と指導体制の問題点」 

製鉄記念八幡病院 内科外来 看護師 藤島 妙子 

 特別講演 

 「糖尿病診療のスティグマを考える」 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 部長 西田 健朗 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73(0.5 単位)･76(1.0 単位)≫ 

 １１.３０（水） 
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＞ 

MSD㈱ 
FAX.093-541-5018 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.03-6272-2004 

 
※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 141 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  産業医科大学 第１内科学講座 教授 田中 良哉 

 基調講演 

 「血糖変動の観点から考える２型糖尿病治療戦略」  

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 

 「中枢神経によるエネルギーバランスの調節と糖尿病への新たなアプローチ」 

              名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学 教授 有馬 寛 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･73(1.0 単位)≫ 

門 司 １１.１６（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
 

＜要事前申込＞ 
武田薬品工業㈱ 
FAX.093-551-6480 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-4131-5236 

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、武田薬品工業㈱、ﾙﾝﾄﾞﾍﾞｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱〉 

 特別講演                       座長  新門司病院 院長 白川 伸一郎 

 「非専門医が診る気分障害について」 

          有吉祐睡眠クリニック／門司メディカルセンター メンタルヘルス科 守田 義平 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…70 (1.0 単位)≫ 

小 倉 １１.２４（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 450 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 

 「当院における専門外来のご案内」       北九州市立総合療育センター 小児科 高野 志保 

 演題２ 

 「長期入所中の Gaucher 病の一例」       北九州市立総合療育センター 小児科 藤田 弘之 

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

 １１.３０（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
㈱富士薬品 

TEL：080-2081-3743 
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、㈱富士薬品〉 

 特別講演                   座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 

 「慢性腎臓病（CKD）における尿酸管理の重要性」 

小倉記念病院 副院長・腎臓内科主任部長 金井 英俊 

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

八 幡 １１.１７（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
２階「光琳の間」 

 
＜要事前申込＞ 
大塚製薬㈱ 

FAX.093-592-8270 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-9017-9264 

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㈱〉 

 講演                        座長  千代クリニック 院長 平山 祐義 

「早期から始めるシームレスな心不全マネジメント 

～高血圧は心不全ステージ A であることを意識する～」 

福岡赤十字病院 循環器内科 副部長 松川 龍一 

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

Ｎｏ．３ 



◇ 令和４年１１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 １１.２２（火） 
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：持田製薬㈱ 
FAX.093-285-3712 

八幡産婦人科医会学術講演会〈共催：八幡産婦人科医会、八幡医師会、持田製薬㈱〉 

 講演１                  座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 

 「月経困難症への対処法」              産業医科大学 産科婦人科学 助教 星野 香 

 講演２                        座長  エンゼル病院 理事 坂井 和裕 

 「最近意識している胎児形態の標準的評価法」 

JCHO 九州病院 産婦人科 周産期母子医療センター長 川上 剛史 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…1(0.5 単位)･18(0.5 単位)≫ 

若 松 １１.１８(金) 
１９時 

Web 配信 

・ 

若松区医師会館 
「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 4 年度第 4 回若松区医師会研修会〈共催：若松区医師会、住友ファーマ㈱、日本イーライリリー㈱〉 

 講演 
 「糖尿病早期治療強化の重要性とその実践のためのアプローチ」 

九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科 講師 坂本 竜一 
≪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)≫ 

産医大 １１.１５（火） 
１８時３０分 

 

Web 配信 

・ 

産業医科大学 

１号館「１１０２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 517 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「肝細胞癌の化学療法について」 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…22(1.5 単位)≫ 

 １１.１７（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 87 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～） 

「侵襲性真菌感染症」              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．「侵襲性カンジダ症の１例」 

２．「侵襲性アスペルギルス症の１例」 

≪取得単位数…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(0.5 単位)･22 (0.5 単位)･24(0.5 単位)･47(0.5 単位)≫ 

 
 

Ｎｏ．４ 


