
◇ 令和５年１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 １.６（金） 
１９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 

ホロジックジャパン㈱ 
TEL.080-7229-5936 

北九州産婦人科医会共催セミナー「HPV 併用検診への取り組みについて」 
〈共催：北九州産婦人科医会、市医師会、㈱エスアールエル、ホロジックジャパン㈱〉 

 情報提供：『第３世代の HPV 検査試薬 アプティマ HPV について』 
講演１                  座長  末永産婦人科・麻酔科医院 院長 末永 俊郎 
「北九州市における HPV 併用検診トライアルの状況」 

産業医科大学 産業保健学部 広域・発達看護学 教授 松浦 祐介 
講演２                  座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
「HPV 併用検診の有用性について」            島根県立中央病院 産婦人科 岩成 治 

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

 １.１９（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「エンパイアルーム」 

 
＜要事前申込＞ 
連絡先：マルホ㈱ 
TEL.093-521-7890 

※会場受講は、皮膚科医会
会員に限る 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2548-3697 

1 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、マルホ㈱〉 
 製品紹介：『ヒト化抗ヒト IL31 受容体 A モノクローナル抗体ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ』 
 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 
 「アトピー性皮膚炎の治療～かゆみが改善することで得られる喜び～」 

日野皮フ科医院 院長 日野 亮介 
≪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)≫ 

 １.２６（木） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
塩野義製薬㈱ 

TEL.080-5364-7314 

第 7 回北九州呼吸器病研究会（Web 講習会）〈共催：北九州呼吸器病研究会、市医師会、塩野義製薬㈱〉 

演題                  座長  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
 「COVID-19 とインフルエンザ感染症の展望」 

琉球大学大学院 医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学（第一内科） 教授 山本 和子 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(0.5 単位)･28(0.5 単位)≫ 

 １.２６（木） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
帝人ヘルスケア㈱ 
TEL.080-1297-4336 

第 52 回北九州リハビリテーション医会学術講演会（Web 講習会） 
〈共催：北九州リハビリテーション医会、市医師会、帝人ヘルスケア㈱〉 

             座長  産業医科大学 リハビリテーション医学講座 准教授 松嶋 康之 
講演１ 
「大腿骨近位部骨折地域連携による二次性骨折予防」     北九州総合病院 副院長 福田 文雄 
講演２ 

 「脳性麻痺の痙縮に対する整形外科的治療」    北九州市立総合療育センター 所長 鳥越 清之 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･72(0.5 単位)≫ 

門 司 １.１８（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 
第一三共㈱ 

FAX.093-551-6686 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-8025-2452 

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、第一三共㈱〉 
 講演                       座長  清見白石内科医院 院長 白石 明彦 
 「診察室外血圧より MR 関連高血圧を意識する～心血管イベント抑制を狙ったストラテジー～」 
                    遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 
≪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)≫ 

小 倉 １.１８（水） 
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 

小倉在宅医連携の会研修会〈共催：小倉医師会〉 
 講演                        座長  小倉医師会 担当理事 合馬 誠一 
 「制度を学び在宅医療を進めよう～多職種で連携して～ PartⅡ」（仮） 

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 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…80 (1.0 単位)≫ 

 １.２６（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 451 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 
 「マグネット誤飲から３週間排泄が得られず外科手術を要した１例」 

北九州総合病院 小児科 大濱 尚 
 演題２ 
 「ジェルボール型洗剤を誤飲し、中毒症状により集中管理を要した１例」 

北九州総合病院 小児科 永汐 孟 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…48(1.0 単位)≫ 

八 幡 １.１８（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

八幡医師会館 
３階「情報処理室」 

 
＜要事前申込＞ 
田辺三菱製薬㈱ 
TEL.093-521-3931 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5776-5933 

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、田辺三菱製薬㈱〉 

 特別講演                    座長  阿部外科胃腸科医院 院長 阿部 幸生 

「潰瘍性大腸炎の問診と治療の現状」        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 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…54(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和５年１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 １.２３（月） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 

 
＜要事前申込＞ 
第一三共㈱ 

FAX.093-551-6686 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.070-3310-3923 

 
※会費：会場参加者のみ 500 円 

第 8 回包括的治療・ケア・連携研究会 

（共催：包括的治療・ケア・連携研究会、八幡医師会、遠賀中間医師会、第一三共㈱〉 

総合司会  たつのおとしごクリニック 院長 小野 隆生 

 講演１ 

「多職種連携を構築するための３要素」             帯広畜産大学 教授 川畑 秀伸 

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：廣畑内科ｸﾘﾆｯｸ 院長 廣畑 佳秀、おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 

 講演２ 

 「整形外科領域での多職種連携～骨粗鬆症・神経障害性疼痛を例として～」 

健愛記念病院 整形外科 副院長 池田 聡 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…10(0.5 単位)･12(0.5 単位)≫ 

産医大 １.１７（火） 
１８時３０分 

 

Web 配信 
・ 

産業医科大学 
２号館２階「２２０1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 血液内科
TEL.093-603-1611 

第 519 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：血液内科〉 
 テーマ「出血性疾患（後天性血友病など）について」 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…0(1.5 単位)≫ 

 １.１９（木） 
１９時 

産業医科大学 

２号館２階「２２０１教室」 

 

 

 

 

 

 

 

※会費 1,000 円（学生は無料） 

第 88 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～） 

「抗酸菌感染症」                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.「抗酸菌感染症の１例」                田川市立病院 呼吸器内科 川波 敏則 

２．「非結核性抗酸菌症の１例」 

≪取得単位数…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…46(0.5 単位)･47(0.5 単位)･50(0.5 単位)･52(0.5 単位)≫ 

その他 １.６（金） 
１９時 

 
 
 
 

R4.12.23 
＜追 加＞ 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1 回北九州地区神経発達症児・者支援研究会学術講演会 
〈共催：北九州地区神経発達症児・者支援研究会、塩野義製薬㈱、武田薬品工業㈱〉 

 話題提供１  座長  産業医科大学 産業生態科学研究所 産業精神保健学研究室 教授 江口 尚 
 「本研究会の目的と神経発達症児・者支援の現状と課題について」 

UBE 株式会社 人事部 健康推進センター 統括産業医 塩田 直樹 
 話題提供２               座長  産業医科大学 小児科学教室 教授 楠原 浩一 
 「発達症と愛着症」              福岡・みずまき 母と子の心療所 所長 白川 嘉継 
 教育講演                座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 
 「自閉スペクトラム症の当事者の立場から見た現状と課題、そして提案」 

京都府立大学 文学部 欧米言語文化学科 准教授 横道 誠 

 
 

Ｎｏ．２ 


