
◇ 令和５年２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受講希望講演会名 ②医療施設名(所属地区名含む) ③受講者名 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ を記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ２.２（木） 

１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：アステラス製薬㈱ 

FAX.0120-732-667 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-2007-2772 

第 33 回豊の国糖尿病と腎研究会（Web 講習会） 

〈共催：豊の国糖尿病と腎研究会、市医師会、アステラス製薬㈱〉 

 製品紹介：『HIF-PH 阻害薬 腎性貧血治療薬 エベレンゾ錠』 

座長  小倉第一病院 院長 中村 秀敏 

一般講演 

「DKD の治療戦略」                    小倉記念病院 腎臓内科 中垣 仁博 

特別講演 

「ESA と HIF-PH 阻害薬：特性と課題について」     原三信病院 腎臓内科 部長 満生 浩司 

≪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)≫ 

 ２.２（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 3 回研修会 

〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、県泌尿器科医会、日本化薬㈱〉 

 講演                 座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 

 「膀胱癌治療のトピックス」     京都大学大学院医学研究科 泌尿器科学教室 教授 小林 恭 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(0.5 単位)･22(0.5 単位) ･64(0.5 単位)≫ 

 ２.２（木） 

１９時 

総合保健福祉センター 
２階「講堂」 

 
 
 

身体障害者手帳（肢体不自由）に係る診断書作成に関する研修会〈共催：北九州市、市医師会〉 
「身体障害者手帳申請のための『身体障害者診断書・意見書（肢体不自由障害用）』の記入要領等について」 
                   産業医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…6(1.5 単位)≫ 

 ２.３（金） 

１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
トーアエイヨー㈱ 
FAX.092-713-7014 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5943-3016 

第 44 回北九州心臓リハビリテーションセミナー（Web 講習会） 

〈共催：北九州心臓リハビリテーションセミナー、市医師会、トーアエイヨー㈱〉 

 薬剤情報提供（18 時 50 分～） 

一般講演（19 時～）        座長  製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 島添 裕史 

「当院における外来心臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの取り組み～身体機能に応じた患者個別ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの導入～」 

製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部 山本 壮太 

特別講演（19 時 30 分～）            座長  門司掖済会病院 内科部長 藤島 慎一郎 

 「DT（Destination Therapy）～LVAD における心臓リハビリテーションの重要性」 

九州大学医学部医学研究院 循環器内科学 准教授 絹川 真太郎 

≪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)･0(1.0 単位)≫ 

 ２.９（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８会議室」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
科研製薬㈱ 

TEL.080-5983-0944 
 

※会費：会場受講者のみ 1,000 円  

第 237 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、北九州整形外科医会、持田製薬㈱、科研製薬㈱〉 

 製品紹介：『テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」』（18 時 50 分～） 

 特別講演（19 時～）               座長  平塚整形外科医院 副院長 猪原 史敏 

 「骨粗鬆症の再骨折予防（愛媛県の状況）」            相原整形外科 院長 相原 忠彦 

≪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)≫ 

 ２.９（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 
帝人ヘルスケア㈱ 
TEL.093-512-7050 

 
※会費：会場受講者のみ 500 円 

第 19 回北九州下関睡眠呼吸障害研究会 

〈共催：北九州下関睡眠呼吸障害研究会、市医師会、職域における睡眠呼吸障害研究会、 

帝人ﾍﾙｽｹｱ㈱、ﾁｪｽﾄ㈱、㈱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㈱〉 

一般講演                    座長  有吉祐睡眠クリニック 院長 有吉 祐 

「九州歯科大学の OA 診療の現状について」          

九州歯科大学歯学部 歯学科 口腔機能再建学講座 顎口腔欠損再構築学分野 講師 槙原 絵理 

特別講演         座長  産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 准教授 北村 拓朗 

「CPAP の代替療法としての舌下神経電気刺激療法」 東京医科大学 睡眠学講座 教授 中山 秀章 

≪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)≫ 

 ２.１０（金） 

１８時４５分 

Web 配信のみ 
 
 
 

＜要事前申込＞ 
日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱ 

FAX.03-6417-2148 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-8754-5354 

第 22 回 COPD・禁煙研究会（Web 講習会） 

〈共催：COPD・禁煙研究会、市医師会、県医師会 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱〉 

 特別講演１   座長  産業医科大学 産業生態科学研究所 労働衛生工学 学内講師 西田 千夏 

 「Living“well”を達成するために～骨格筋機能障害・呼吸サルコペニアとは～」 

京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学 特定准教授 佐藤 晋 

 特別講演２          座長  産業医科大学若松病院 呼吸器内科 診療教授 吉井 千春 

 「新型タバコと健康」      弘前大学大学院医学研究科 呼吸器内科学講座 教授 田坂 定智 

≪取得単位数…2.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…73 (1.0 単位)･82 (1.0 単位)≫ 

 ２.１５（水） 

１８時３０分 

Web 配信 
・ 

JR 九州ｽﾃｰｼｮﾝﾎﾃﾙ小倉 
５階「足立」 

 
 

＜要事前申込＞ 
持田製薬㈱ 

FAX.093-285-3712 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.080-4653-5154 

第 542 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、持田製薬㈱〉 

 一般講演               座長  産業医科大学 精神医学教室 准教授 新開 隆弘 

 「大人の ADHD の見つけ方」          産業医科大学 精神医学教室 講師 小西 勇輝 

 特別講演                座長  産業医科大学 精神医学教室 教授 吉村 玲児 

 「精神疾患と便秘症について」 

 久留米大学 高次脳疾患研究所 教授／久留米大学医学部 神経精神医学講座 小路 純央 

≪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)･29 (0.5 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和５年２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受講希望講演会名 ②医療施設名(所属地区名含む) ③受講者名 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ を記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ２.１５（水） 

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 

第 2 回北九州 CKD PD セミナー〈共催：県透析医会、市医師会、協和キリン㈱、テルモ㈱〉 

 情報提供：『クリックセーフ』の紹介（18 時 50 分～） 

 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.「そもそも腹膜透析療法（PD）ってどんなもの？」 新北九州腎臓クリニック 院長 海津 嘉毅 

 ２.「かかりつけ医での腹膜透析診療を開始して」 ホームケアクリニックたんぽぽ 院長 金川 賢二 

 ３.「かかりつけ医の先生と２人主治医制で診療する腹膜透析」  

小倉記念病院 腎臓内科 部長 原田 健司 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…12(0.5 単位)･73(0.5 単位)･80(0.5 単位)≫ 

 ２.１５（水） 

１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 

【当日緊急連絡先】 
EA ファーマ㈱ 

TEL.070-1276-9278 

北九州胃腸懇話会 2 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  九州労災病院 消化器内科 部長 板場 壮一 
九州鉄道記念病院 消化器内科 主任医長 光岡 浩志 

教育講演 
「当院で経験した消化管アミロイドーシス」     九州労災病院 消化器内科 部長 板場 壮一 

≪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)≫ 

 ２.１６（木） 

１９時 

Web 配信 
・ 

KMM ビル 
４階「第７会議室」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
科研製薬㈱ 

TEL.080-5983-0944 

2 月度北九州市皮膚科医会学術講演会〈共催：市皮膚科医会、市医師会、科研製薬㈱〉 

 製品紹介：『クレナフィン  爪外用液 10%』（18 時 50 分～） 

 特別講演（19 時～）          座長  産業医科大学 皮膚科学教室 准教授 岡田 悦子 

 「爪白癬の積極的治療選択とその社会的意義について」  

埼玉県済生会川口総合病院 皮膚科 主任部長 高山 かおる 

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

 ２.１６（木） 

１９時３０分 

Web 配信のみ 
 

＜要事前申込＞ 
エーザイ㈱ 

FAX.093-571-6615 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.090-7635-0504 

第 581 回北九州地区小児科医会例会（Web 講習会）〈共催：北九州地区小児科医会、市医師会、ｴｰｻﾞｲ㈱〉 

 製品紹介：『フィコンパの情報伝達』（19 時 15 分～） 

 特別講演（19 時 30 分～）             座長  よしだ小児科医院 院長 吉田 雄司 

 「発達障害を含めた小児科医が見落としがちなてんかん」 

国立精神・神経医療研究センター病院 特命副院長 中川 栄二 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…29 (0.5 単位)･35(0.5 単位)≫ 

 ２.２０（月） 

１９時 

ホテルクラウンパレス小倉 
３階「ダイヤモンドホール」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 40 回北九州市医師会勤務医医学集談会〈主催：市医師会〉 
研修医症例報告               
                     座長  門司メディカルセンター 副院長 坂本 吉隆 

１.「妊娠中期に子宮破裂の高リスクであることを予見して、慎重な周産期管理を行った結果、 

重篤な合併症なく、生児を得た一例」             小倉医療センター 立野 崇正 

座長  北九州市立八幡病院 院長 岡本 好司 

２.「生前に確定診断できた肺腫瘍血栓性微小血管症 

（pulmonary tumor thrombotic microangiopathy;PTTM）の一例」JCHO 九州病院 仲村 匡史 

 勤務医医学研究 

                             座長  新小倉病院 副院長 濵砂 良一 

１．「長期療養病院における入院患者における肺炎発症／死亡の予測因子としての 

Assessment of Swallowing Ability for Pneumonia と他の評価法の有用性の検討」 

                            北九州中央病院 呼吸器内科 長神 康雄 

                           座長  JCHO 九州病院 副院長 毛利 正博 

２．「妊娠高血圧症候群のリスク因子に関する後方視的検討」 

小倉医療センター 糖尿病センター長 的場 ゆか 

座長  北九州市立医療センター 副院長 大野 裕樹 

３．「リウマチ性多発筋痛症における高齢発症関節リウマチ合併予測因子に関する 

関節超音波検査の有用性」 戸畑総合病院 内科部長・膠原病リウマチセンター長 名和田 雅夫 

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

 ２.２１（火） 
１９時 

TKP 小倉シティセンター 
６階「KOKURA ホール」 

 
 
 
 
 
 

令和 4 年度第 2 回北九州ブロック大腸がん検診従事者講習会・第 252 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、処置具のリプロセス方法』（仮）（18 時 45 分～） 
 講演（19 時～）              座長  戸畑共立病院 消化器病センター長 宗 祐人 
 「大腸内視鏡スクリーニングにおける人工知能（AI）の役割」 

がん研究会有明病院 下部消化管内科 部長 斎藤 彰一 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…54 (1.5 単位)≫ 

 ２.２２（水） 
１９時 

 
R5.2.8 

＜演題変更＞ 

TKP 小倉シティセンター 
６階「KOKURA ホール」 

 
 
 
 

令和 4 年度男女共同参画推進部会研修会〈主催：市医師会〉 
テーマ「働き方改革」 
講演 「北九州市の DX 推進に見る働き方改革」        北九州市デジタル政策監 上田 紘嗣 

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

 ２.２４（金） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
杏林製薬㈱ 

TEL.093-531-4035 

第 6 回北九州気道疾患研究会（Web 講習会）〈共催：北九州気道疾患研究会、市医師会、杏林製薬㈱〉 
 製品紹介：『喘息治療配合剤フルティフォーム』（18 時 50 分～） 
               総合座長 産業医科大学若松病院 呼吸器内科 診療教授 吉井 千春 
 一般講演（19 時～） 
 「ヒト鼻粘膜における T 型電位依存性カルシウムチャネルの発現」 

産業医科大学 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 大学院生 Nguyen Thi Nga（ｸﾞｪﾝ ﾃｨ ﾅ） 
 特別講演 
 「将来リスクを見据えた喘息治療を考える」 

東京女子医科大学 内科学講座 呼吸器内科学分野 教授・基幹分野長 多賀谷 悦子 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…39 (0.5 単位)･79(0.5 単位)≫ 

® 
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◇ 令和５年２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受講希望講演会名 ②医療施設名(所属地区名含む) ③受講者名 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ を記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

市 医 ２.２７（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 

かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修（Web 講習会）〈主催：市医師会〉 

司会・座長  北九州市医師会 理事 小野 隆生 

 講演 

 「狙われる高齢者～詐欺被害と財産保護」        平和通り法律事務所 弁護士 小鉢 由美 

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

門 司 ２.１５（水） 

１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 

門司区内科医会事務局 
FAX.093-371-6151 

 
【当日緊急連絡先】 

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ㈱ 
TEL.080-8035-3773 

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、日本ベーリンガーインゲルハイム㈱〉 

 講演                     座長  北九州市立門司病院 病院長 廣瀬 宣之 

 「間質性肺疾患の地域医療連携～早期診断と適切な治療・管理～」 

                   北九州市立医療センター 呼吸器内科 主任部長 原田 英治 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(1.0 単位)≫ 

小 倉 ２.７（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

小倉リーセントホテル 
１階「ガーデン・ホール」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
エーザイ㈱ 

TEL.070-2490-6275 
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、エーザイ㈱〉 

 特別講演                    座長  水之江クリニック 院長 水之江 和宏 

 「エビデンスに基づいた不眠症治療薬の切り替え方法～レンボレキサントが果たす意義～」 

久留米大学医学部 神経精神医学講座 主任教授 小曽根 基裕 

≪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)≫ 

 ２.９（木） 
１９時 

小倉医師会館 
５階「講堂」 

 

 

 

 

第 49 回小倉医師会医療安全対策講演会〈主催：小倉医師会〉 

 演題                 座長  北九州市医師会 感染症対策担当理事 石井 義輝 

 「新型コロナの現状と今後の対策」         小倉記念病院 感染管理部 部長 宮﨑 博章 

≪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)≫ 

八 幡 ２.７（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

八幡医師会館 
３階「情報処理室」 

 
＜要事前申込＞ 
住友ファーマ㈱ 
FAX.092-432-5612 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.090-9540-1038 

第 158 回八幡成人病懇話会〈共催：八幡成人病懇話会、八幡医師会、住友ファーマ㈱〉 

                          座長  JCHO 九州病院 副院長 毛利 正博 

講演１ 

「JCHO 九州病院における糖尿病治療戦略」 JCHO 九州病院 内分泌代謝内科 医長 加来 真理子 

講演２ 

「なくそう！クリニカルイナーシャ～糖尿病患者の QOL を高めるために～」 

製鉄記念八幡病院 糖尿病センター長 中村 宇大 

≪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)≫ 

 ２.１６（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 

 
＜要事前申込＞ 
クラシエ薬品㈱ 
FAX.092-271-5465 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.090-1700-8268 

八幡内科医会学術講演会〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、クラシエ薬品㈱〉 

 特別講演                   座長  まつもと内科クリニック 院長 松元 茂 

 「めまい・ふらつきの治療で困っていませんか？～前庭リハと漢方薬の位置づけ～」 

                横浜市立みなと赤十字病院 めまい・平衡神経科 部長 新井 基洋 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…31(1.0 単位)≫ 

戸 畑 ２.２１（火） 
１９時 

 
 
 
 
 

R5.2.6 
＜連絡先変更＞ 

Web 配信のみ 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱ 
TEL.093-551-6671 

 
＜要事前申込＞ 

ﾉﾎﾞ ﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ㈱ 
FAX.093-551-6692 

 
【当日緊急連絡先】 
TEL.080-5927-8833 

戸畑区内科医会 3 病院合同カンファレンス（Web 講習会） 

〈共催：戸畑区内科医会、戸畑区医師会、ノボ ノルディスクファーマ㈱〉 

 ３病院合同カンファレンス（19 時～） 

 講演（19 時 45 分～） 

 「脂肪肝の新概念 MAFLD と糖尿病」 

久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門 教授 川口 巧 

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

産医大 ２.６（月） 
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 
アストラゼネカ㈱ 
TEL.070-2453-3272 

北九州重症喘息治療を考える会〈共催：産業医科大学呼吸器内科、産業医科大学医師会、ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ㈱〉 

座長・司会  産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 

講演 

「今求められるレガシー効果を意識した重症喘息治療」 

山口大学大学院医学系研究科 呼吸器・感染症内科学講座 准教授 平野 綱彦 

 ディスカッション 

 「北九州における重症喘息治療の実際」（仮） 

≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45 (1.0 単位)≫ 
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◇ 令和５年２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受講希望講演会名 ②医療施設名(所属地区名含む) ③受講者名 ④ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ を記載の上、お申込み下さい。 

区 別 日  時 場  所 講  演  内  容 

産医大 ２.８（水） 
１９時 

 

Web 配信のみ 

 

 

 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
小野薬品工業㈱ 

TEL.080-8334-6591 

高齢化社会と神経疾患セミナー（Web 講習会） 

〈共催：産業医科大学脳神経内科、産業医科大学心療内科、産業医科大学医師会、小野薬品工業㈱〉 

 特別講演               座長  産業医科大学 神経内科学講座 教授 足立 弘明 

 「パーキンソン病治療における COMT 阻害薬の意義を代謝産物から考察する」 

筑波大学 医学医療系神経内科学分野 教授 斉木 臣二 

≪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)≫ 

 ２.２１（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 

産業医科大学脳卒中血管内科 
TEL.093-603-1611 
（内線 5149） 

第 520 回内科合同クリニカルカンファレンス〈担当：脳卒中血管内科〉 

 テーマ「急性期脳卒中診療の実際」 

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

その他 ２.１９（日） 
１４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 年度北九州市支援者向け吃音講演会（Web 講習会）〈主催：北九州市〉 

 テーマ                                                    

 「幼児期・学齢期・思春期･･･吃音のある子の年齢に応じた対応」   

ことばの相談 nakano 代表 言語聴覚士 仲野 里香 

 
 
 
 
 
 

◆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 
 

Ｎｏ．４ 


