
◇ 令和５年６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 ６.１（木） 

１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「エンパイア」 

 

北九州市泌尿器科医会・令和 5 年度第 1 回研修会 
〈共催：市泌尿器科医会、市医師会、県泌尿器科医会、アステラス製薬㈱〉 

講演                 座長  産業医科大学 泌尿器科学講座 教授 藤本 直浩 
 「転移性前立腺癌に対する治療戦略」 

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 泌尿器科学 教授 今村 亮一 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…4(1.5 単位)≫ 

 ６.３（土） 

１８時 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階 
 
 
 

※会費：2,000 円 

北九州ブロック眼科医会（春）懇話会〈共催：北九州ブロック眼科医会、市医師会〉 
演題                        座長  JCHO 九州病院 副院長 藤澤 公彦 

 「実際の症例から学ぶ視神経疾患」      久留米大学医学部 眼科学講座 准教授 春田 雅俊 
≪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)≫ 

 ６.８（木） 

１９時 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ロイヤルホール」 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

※会費：500 円 

第 34 回北九州リウマチ薬物治療懇話会 
〈共催：北九州リウマチ薬物治療懇話会、市医師会、ヤンセンファーマ㈱、田辺三菱製薬㈱〉 

 一般講演             座長  産業医科大学 第 1内科学講座 准教授 中山田 真吾 
 １．「当院におけるリウマチ患者支援の取り組み」  

産業医科大学病院 看護部 リウマチコーディネーター 深水 麻衣子 
 ２．「当院における薬剤師の介入による関節リウマチ治療に対するマネージメント」 

戸畑総合病院 薬剤部 中山 絵里 
  
 特別講演               座長  産業医科大学 第 1内科学講座 教授 田中 良哉 
 「関節リウマチの病態と治療における TNFαサーキット」     

                    筑波大学医学医療系 膠原病リウマチアレルギー内科学 教授 松本 功 

≪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)・61（1.0 単位）≫ 

 ６.１４（水） 
１９時 

Web 配信 
・ 

KMM ビル  
４F「会議室」 

 
【当日緊急連絡先】 

EA ファーマ㈱ 
TEL.070-1276-9278 

 
 

※会費：500 円（会場受講者のみ） 
 

北九州胃腸懇話会 6 月度例会〈共催：北九州胃腸懇話会、市医師会、EA ファーマ㈱〉 

司会  北九州総合病院 消化器内科 主任部長 山﨑 雅弘 

戸畑共立病院 消化器病センター 部長 大津 健聖 

症例検討（２題予定） 

教育講演 

「当院における小児消化器内視鏡の現状」（仮） 

                      北九州総合病院 消化器内科 主任部長 山﨑 雅弘 

≪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)･53(1.0 単位)≫ 

 ６.１５（木） 
１９時 

 
 

R5.5.19 

＜演題確定＞ 

リーガロイヤルホテル小倉 
３階「エンパイア」 

 
 
 
 
 
 
 

6 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、佐藤製薬㈱、エーザイ㈱〉 
 製品紹介：経口抗真菌剤『ネイリンカプセル 100 ㎎』（19 時～） 
                      
特別講演（19 時 05 分～）        座長  産業医科大学 皮膚科学教室 教授 澤田 雄宇 

 「当科における高齢爪白癬患者へのホスラブコナゾール投与後の長期フォローアップスタディ」 
市立室蘭総合病院 皮膚科 科長 大久保 絢香 

 ≪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)≫ 

 ６.１９（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 468 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  九州鉄道記念病院 肝臓内科 主任医長 森田 千絵 

 一般演題 

 １.「多関節痛を伴った急性肝障害」         製鉄記念八幡病院 肝臓内科部長 大穂 有恒 

 ２.「肝障害出現後に急激な転機をたどった関節リウマチ患者」 

                           北九州市立医療センター 内科部長 河野 聡 

 特別講演 

 「C 型肝炎の撲滅を目指して～治療の現状と課題～」 

                    国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 

肝炎・免疫研究センター センター長 考藤 達哉 

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…11(0.5 単位)･12(0.5 単位)･61(0.5 単位)≫ 

門 司 ６.２１（水） 

１９時 

Web 配信 
・ 

門司区医師会館 
３階「講堂」 

 
＜要事前申込＞ 
エーザイ㈱ 

FAX.093-571-6615 
 

【当日緊急連絡先】 
TEL.070-7607-5034 

 

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、エーザイ㈱〉 

 講演                          座長  新門司病院 院長 白川 伸一郎 

 「明日から役立つ高齢患者さんの不眠ケア」（仮） 

第一心療クリニック 院長 真武 徳至 

≪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)≫ 

小 倉 ６.１４（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〉 
 演題                   
 「医学論文の読み方、探し方」                  中野病院 薬剤師 青島 周一 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…15(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．１ 



◇ 令和５年６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 

小 倉 ６.２０（火） 
１９時 

Web 配信 
・ 

リーガロイヤルホテル小倉 
４階「ダイヤモンド」 

 
事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ ｽｸｲﾌﾞ㈱ 
TEL.080-3718-8848 
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、ブリストル・マイヤーズ スクイブ㈱、ファイザー㈱〉 

 基調講演                    座長  高野内科クリニック 院長 高野 健太郎 
 「高齢者社会における心房細動マネージメント」   小倉記念病院 循環器内科 副部長 永島 道雄 
特別講演                  座長  九州労災病院 脳血管内科 科長 有廣 昇司 

 「高リスク脳梗塞症例に対する抗凝固療法」 九州医療センター 脳血管・神経内科 医長 桑城 貴弘 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…43(1.0 単位)≫ 

６.２２（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

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 455 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 

 「ピエール・ロバン症候群の１例とその管理について」 北九州市立医療センター 小児科 武森 渉 
演題２ 

 「かかりつけ医で見つかる小児がん」        北九州市立医療センター 小児科 小野 宏彰 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(1.0 単位)≫ 

６.２７（火） 
１９時３０分 

ホテルクラウンパレス小倉 
 
 

＜要事前申込＞ 
連絡先：小倉医師会園医会事務局 

TEL.093-551-3185 

小倉医師会園医会特別講演〈共催：小倉医師会園医会、小倉医師会〉 
演題                            座長  宗クリニック 副院長 宗 博子 

 「保育園・幼稚園における感染防止対策」 

北九州市立医療センター 小児科 主任部長 日高 靖文 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…8(1.0 単位)≫ 

八 幡 ６.１（木） 
１９時 

Web 配信 
・ 

千草ホテル 
１階「鶴の間」 

 
＜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.093-541-2277 

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  西村医院 院長 西村 愼太郎 
 「見逃さない予後不良の貧血の診断・治療 up-to-date」 

産業医科大学 血液内科 診療教授・造血幹細胞移植センター センター長 塚田 順一 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…18(1.0 単位)≫ 

６.８（木） 
１９時 

千草ホテル 
本館２階「光琳の間」 八幡小児科医会講演会〈共催：八幡小児科医会、八幡医師会〉 

 演題                         座長  八幡小児科医会 会長 岩崎 哲巳 
 「新生児医療、障害児医療と共に歩んだ４０年」     ＪＣＨＯ九州病院 非常勤医師 高橋 保彦 
≪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)≫ 

６.１５（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：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、大塚製薬㈱〉 
 講演                           座長  今井医院 院長 今井 伸恵 
 「アトピー性皮膚炎に関して」（仮）    国立病院機構福岡病院 アレルギー科 科長 杉山 晃子 
≪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)≫ 

６.１６（金） 
１８時５０分 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 

ノーベルファーマ㈱ 
TEL.090-6134-5928 

八幡内科医会学術講演会（Web 講習会） 
〈共催：八幡内科医会、八幡医師会、ノーベルファーマ㈱、㈱アトル〉 

 情報提供：『ノベルジン錠 25 ㎎.50 ㎎・顆粒 5％』（18 時 50 分～） 
 特別講演（19 時～）                 座長  谷内科クリニック 院長 谷 良樹 
 「味覚障害～亜鉛欠乏と全身疾患の関与～」 

産業医科大学病院 耳鼻咽喉科・頭頚部外科「嗅覚・味覚外来」担当医 
産業医臨床研修等指導教員 准教授 柴田 美雅 

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

産業医大 ６.１５（木） 
１９時 

Web 配信のみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事前申込先・ 
当日緊急連絡先 
アムジェン㈱ 

TEL.090-5500-4885 

注意すべき頭痛の医療連携を考える会 in 北九州（Web 講習会） 
〈共催：産業医科大学脳神経内科・心療内科、産業医科大学医師会、日本頭痛学会、アムジェン㈱〉 

総合座長  産業医科大学 神経内科学講座 教授 足立 弘明 
 講演１（19 時～）                   
 「片頭痛治療戦略～医療連携のポイントとアイモビーグ活用方法～」 
                           富永病院 脳神経内科 副部長 菊井 祥二 
講演２（19 時 40 分～）                   

 「地域における頭痛外来の役割」         大手町リハビリテーション病院 院長 米田 浩 
 
ディスカッション（20 時～）                   

 「注意すべき頭痛の医療連携について」     産業医科大学 神経内科学講座 教授 足立 弘明 
富永病院 脳神経内科 副部長 菊井 祥二 

                         大手町リハビリテーション病院 院長 米田 浩 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…30(1.0 単位)≫ 

Ｎｏ．２ 



◇ 令和５年６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 

産業医大 ６.２０（火） 
１８時３０分 

 

Web 配信 
・ 

産業医科大学 
２号館２階「２２０８教室」 

（会場受講は若干名） 
 

【当日緊急連絡先】 
産業医科大学医師会 

 循環器内科・腎臓内科 
TEL.093-603-1611 
（内線 2432） 

第 523 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「腹部大動脈瘤に対するステングラフト治療～当院における現状と未来～」 
≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…74(1.5 単位)≫ 

６.２８（水） 
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.080-5059-2493 

北九州医療連携セミナー（Web 講習会） 
〈共催：産業医科大学医師会、ファイザー㈱〉 

総合座長  産業医科大学 第２内科学 教授 片岡 雅晴 
 講演１                  
 「トランスサイレチン型心アミロイドーシス早期発見における整形外科医の重要性 
                                ～手根管症候群を中心に～」 
                         産業医科大学 整形外科学 学内講師 山中 芳亮 
講演２                  

 「循環器内科医からみる全身性アミロイドーシスの診断」 
産業医科大学 第２内科学 学内講師 岩瀧 麻衣 

≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…45(0.5 単位)･63(0.5 単位)≫ 

６.２９（木） 
１９時 

産業医科大学 

２号館２階「２２０８教室」 

 

 

 

 

 

 

※会費 1,000 円（学生は無料） 

第 91 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～） 

「眼科、耳鼻科領域の感染症」         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.「CRE の１例」                                

２．「MRSA の１例」                               

≪取得単位数…1.5 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…37(0.5 単位)･38(0.5 単位)･39(0.5 単位)≫ 

その他 ６.３（土） 
１５時 

Web 配信 
・ 

小倉医師会館 
１階「会議室」 

 
【当日緊急連絡先】 
小倉医師会事務局 
TEL.093-551-3181 

 

福岡県臨床外科医学会北九州支部総会・講演会〈主催：福岡県臨床外科医学会北九州支部〉 
 総会（15 時～） 
 特別講演（15 時 20 分～）               座長  北九州総合病院 院長 永田 直幹 
 「最近の呼吸器科内科診療の現状について」     産業医科大学 呼吸器内科学 教授 矢寺 和博 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…46(1.0 単位)≫ 

６.１０（土） 
１７時３０分 

 

ＪＲ九州ステーションホテル小倉 
５階「飛翔」 

 
 
 
 
 

第 46 回福岡大学医学部同窓会「烏帽子会」北九州支部総会・記念学術講演 
〈主催：福岡大学医学部同窓会烏帽子会北九州支部〉 

 総会（17 時 30 分～） 
 記念学術講演（18 時～）                      座長  未定 
 「これからの在宅看取りを考える～最期まで在宅おひとりさまは可能？～」  
                                  新田医院 院長 新田 智之 

６.１７（土） 
１５時 

 
 

総会： 
ＴＫＰ小倉駅前カンファレンスセンター 
 
講演会： 
リーガロイヤルホテル小倉 
３階「エンパイアルーム」 

第 75 回福岡県内科医会総会・講演会〈主催：福岡県内科医会〉 
  総会（15 時～） 
特別講演（16 時～）               座長  福岡県内科医会 副会長 高野 健太郎 

 「ＱＯＬを考慮した糖尿病性神経障害性疼痛の治療」 
                京都第二赤十字病院 糖尿病内分泌・膠原病内科 部長 山﨑 真裕 
≪取得単位数…1.0、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…76(1.0 単位)≫ 

６.１７（土） 
１７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」 

 
【当日緊急連絡先】 
バイエル薬品㈱ 

TEL. 080-8342-9292 

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、バイエル薬品㈱〉 
 製品紹介：『ヤーズフレックス配合錠』について（17 時 50 分～） 
 特別講演（18 時～）            座長  産業医科大学 産科婦人科学 教授 吉野 潔 
 「医療現場における意思決定メカニズム～OC/LEP 製剤内服の意思決定支援は可能か～」 

大阪大学大学院 医学系研究科 産科学婦人科学講座 講師 上田 豊 
≪取得単位数…1.0 単位、ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ(CC)…5(1.0 単位)≫ 

 
 
※ 受講申込の際にご連絡いただくメールアドレスの間違いが頻発しておりますので、ご留意ください。 

Ｎｏ．３ 


