
◇ 令和４年１２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 １２.２（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：会場受講者のみ 1,500 円 

第 28 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  小倉記念病院 脳神経外科 主任部長 波多野 武人 
 一般演題 
１.「交通外傷時に気脳症を呈した上顎洞癌」       産業医科大学 脳神経外科学 鳥居 里奈 

 ２.「手術に工夫を要した強い瘤壁動脈硬化性変化を伴う脳動脈瘤の一例」 
小倉記念病院 脳神経外科 長堀 貴 

特別講演 
「With CORONA 時代の脳卒中診療」            札幌白石記念病院 理事長 野中 雅 

≪取得単位数…1.5 単位、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)≫ 

 １２.５（月） 
１８時５０分 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「オーキッド」 

 
＜要事前申込＞ 
大塚製薬㈱ 

FAX.092-262-7271 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-4398-9002 

北九州産婦人科医会学術講演会〈共催：北九州産婦人科医会、市医師会、大塚製薬㈱〉 
 情報提供（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）            座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
 「PMS／PMDD 診療の実際と新たなヘルスケア戦略」 

東京歯科大学市川総合病院 産婦人科 准教授 小川 真里子 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…83(1.0 単位)≫ 

 １２.８（木） 
１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
 
 
 
 
 
 

北九州市泌尿器科医会・令和 4 年度第 2 回研修会 
〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、県泌尿器科医会、キッセイ薬品工業㈱〉 

講演                座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 准教授 原田 健一 
 「いよいよ保険適用を迎えた男性不妊診療：下部尿路症状とも関連！？」 

山口大学医学部 泌尿器科学講座 教授 白石 晃司 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…3(0.5 単位)･6(0.5 単位)･9 (0.5 単位)≫ 

 １２.１４（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㈱〉 
症例検討（3題予定）           司会  小倉記念病院 消化器内科 主任部長 白井 保之 

産業医科大学 第３内科学 久米井 伸介 
教育講演 
「消化管異物 up to date」（仮）             産業医科大学 第３内科学 久米井 伸介 

≪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)≫ 

 １２.１５（木） 
１８時４５分 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
サノフィ㈱ 

TEL.080-6628-7778 
 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2365-7688 

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』 

座長  産業医科大学 皮膚科学教室 准教授 岡田 悦子 
 講演 
 １.「郊外型クリニックでのデュピルマブ導入について」   しおりクリニック 院長 加藤 しおり 
 ２.「皮膚科開業医が可能なデュピルマブ導入のコツ」    河合敬一皮膚科医院 院長 河合 敬一 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…26(0.5 単位)･73(0.5 単位)≫ 

 １２.１５（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

JR 九州ステーションホテル小倉 
５階「飛翔の間」 

 
＜要事前申込＞ 

㈱ツムラ 
FAX.093-521-0552 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-4006-5535 

第 541 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ブロック会、㈱ツムラ〉 

 講演１                座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 
 「精神的栄養と健康」             中村学園大学 薬膳科学研究所 所長 徳井 教孝 
 講演２                 座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「認知症患者の安全管理～漢方薬の可能性～」 
                宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 精神医学分野 教授 石田 康 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…7(1.0 単位)･21(0.5 単位)≫ 

 １２.２０（火） 
１９時 

北九州芸術劇場 
「大ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年度第 2 回医療安全対策研修会〈共催：市医師会、市保健所〉 
                         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 
 「救急外来と入院における COVID-19 診療の現状と感染対策～高齢者を中心に～」 
                                戸畑共立病院 副院長 加藤 達治 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.5 単位)≫ 

 １２.２０（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「オーキッド」 

 
＜要事前申込＞ 

連絡先：第一三共㈱ 
FAX.093-551-6686 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.090-8025-2452 

 
※会費：会場受講者のみ 1,000 円 

第 236 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、第一三共㈱〉 
特別講演                    座長  新庄整形外科医院 理事長 新庄 信英 

 「腰部脊柱管狭窄症の診断と治療～新たなエビデンス：MiroTAS 試験も含めて～」 
福島県立医科大学医学部 整形外科学講座 准教授 二階堂 琢也 

≪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)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和４年１２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 １２.２２（木） 
１９時 

 
 
 

R4.12.1 
＜追 加＞ 

Web 配信のみ 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：㈱ツムラ 
TEL.093-522-5232 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5988-1949 

第 580 回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、㈱ﾂﾑﾗ〉
製品紹介 

座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 
 一般講演 
 「小児外科における漢方治療」（仮）       産業医科大学 小児外科 准教授 江角 元史郎 
 特別講演 
 「小児心身症の漢方治療」                     栗山医院 院長 栗山 一道 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…69(0.5 単位)･83(0.5 単位)≫ 

門 司 １２.８（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 

MSD㈱ 
FAX.093-541-5018 

※11 月 30 日（水）締切 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.03-4588-6851 

門司区医師会学術講演会〈共催：門司区医師会、MSD㈱〉 
 講演                  座長  門司掖済会病院 糖尿病内科 部長 篠原 規恭 
 「経口 GLP-1 受容体作動薬の有効な活用法について」 
                 門司メディカルセンター 糖尿病・代謝内科 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)≫ 

 １２.２１（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
アストラゼネカ㈱ 
TEL.080-3100-5573 

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、アストラゼネカ㈱〉 
 特別講演           座長  門司掖済会病院 高血圧・循環器内科 部長 藤島 慎一郎 
 「慢性心不全の薬物治療の進歩と SGLT2i の使用法」 小倉記念病院 循環器内科 部長 磯谷 彰宏 
≪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 １２.１０（土） 
１４時３０分 

小倉南生涯学習センター 
４階「大ホール」 

 
 
 
 
 
 
 
 

第 123 回ほっとスクラム 
〈共催：ほっとステーション小倉南推進協議会高齢者支援部会、小倉医師会、小倉南区ケアマネジメント研修〉
 講演 
 １.「北九州市の介護事業所等における感染症対策の最新情報」 

NPO 法人 KRICT 副理事長／北九州市立八幡病院 名誉院長 伊藤 重彦 
 ２.「新型コロナ感染症と施設・在宅ケアの今後について考える～ワクチンの感染対策を中心に～」 

㈱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…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8 (1.0 単位)･80 (1.0 単位)≫ 

 １２.１４（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

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〉 
 講演                     座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「診療を変えるかもしれない激アツ論文、循環器編」 

小倉記念病院 副院長・循環器内科 主任部長 安藤 献児 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…42 (1.0 単位)≫ 

 １２.２１（水） 
１９時 

Web 配信のみ 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
大塚製薬㈱ 

TEL.070-2167-5025 
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㈱〉 
 講演                    
 「ナトリウム利尿ペプチドを意識した高血圧・心不全治療」 

平光ハートクリニック 院長 平光 伸也 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74 (1.0 単位)≫ 

八 幡 １２.２１（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

八幡医師会館 
３階「情報処理室」 

 
※Web 参加は 

八幡医師会会員に限る 

八幡臨床外科医会学術講演会〈共催：八幡臨床外科医会、八幡医師会〉 
 特別講演       座長  北九州市立八幡病院 統括部長／救命救急センター長 木戸川 秀生 
「食道癌・胃癌手術に関する最近のトピックス」      JCHO 九州病院 外科 医長 前山 良 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…49(1.0 単位)≫ 

産医大 １２.２０（火） 
１８時３０分 

 

Web 配信 
・ 

産業医科大学 
２号館２階「２２０８講義室」 

（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 

脳神経内科、心療内科 
TEL.093-691-7438 

第 518 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：脳神経内科、心療内科〉 
 テーマ「頭痛症」 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(1.5 単位)≫ 

その他 １２.１６（金） 
１９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 4 年度北九州市医療機関等向け補装具研修会（Web 講習会）〈主催：北九州市〉 
 報告 
 「補装具管理手帳を用いた補装具（下肢装具・義足）のフォローアップ体制について」 

地域リハビリテーション推進課 
講演 
「疾患と装具の種類、その効果とチェックポイントについて」 

昭和大学医学部 リハビリテーション医学講座 教授 川手 信行 
 

Ｎｏ．２ 


