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2017.6.17 在宅医療で役立つ漢方
第9回　日常診療交流会
福岡県保険医協会

発表 福岡市 院長

2017.7.8 北九州に恩返しをしたい 北九州市医報 執筆 院長

2017.8.28 便秘・下痢の漢方 八幡漢方研究会 発表 八幡 院長

2017.9.9
「メジャー漢方薬」
大建中湯、補中益気湯、十全大補湯

Ｇノート羊土社 執筆 院長

2017.9.30
第21回東亜医学協会最優秀賞
「上熱中寒から展開する黄連等の応用」

漢方治療研究会 福島県 院長

2017.10.28 緩和ケアで漢方薬を活かすコツ
第2回
日本東洋医学会福岡県部会

発表 福岡市 院長

2017.12.8 漢方を上手に使えるようになるコツ 北九州市医報 執筆 院長

2017.12.10
在宅ホスピスフェスタ
　　　　　　　北九州2017

総合
司会

小倉 院長

2018.1.22 風邪は漢方で翌朝までに治せるか？ 八幡漢方研究会 発表 八幡 院長

2018.2.10 SNSで多職種連携は深められるか？
北九州緩和ケア
ネットワーク講習会

発表 小倉 院長

2018.2.22 メジャー漢方薬の使い方のコツ 戸畑区内科医会 学術講演会 発表 戸畑 院長

2018.4.7 福岡漢方講演会 座長 福岡市 院長

2018.5.21 意外と簡単!?めまいの漢方治療 八幡漢方研究会 発表 八幡 院長

2018.6.13
実践・心不全緩和ケア
「心不全緩和ケアに漢方を生かすには」

日経メディカル 執筆 院長

2018.6.16 SNSで多職種連携は深められるか？
第10回日常診療交流会
福岡県保険医協会

発表 福岡市 院長

2018.6.21 便秘 ～漢方で心地よい排便へ～ ゼロから学べる小倉漢方セミナー 発表 小倉 院長

2018.6.28 穏やかな最期を迎えるためには 到津公民館　七夕まつり 発表 到津 院長

2018.7.1 上熱中寒から展開する黄連湯の応用
日本東洋医学会九州支部
大分県部会学術講演会 特別講
演

発表 大分 院長

2018.7.7 継承開業は楽なのか 小倉医師会だより 執筆 院長

2018.7.22 医院開業勉強会
医院開業勉強会
開業セミナー講師

発表 院長

2018.8.2 在宅心不全勉強会
在宅心不全勉強会
（在宅医・訪問看護・訪問薬局対
象）

発表 小倉 院長

2018.8.10
在宅と病院の合同ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ
            （小倉記念病院）

発表 小倉 院長

2018.8.23
頭痛の漢方薬
～治療可能な頭痛を見逃さない～

ゼロから学べる小倉漢方セミナー 発表 小倉 院長

2018.9.6 在宅心不全勉強会
在宅心不全勉強会（訪問看護対
象）

発表 小倉 院長

2018.9.10
元気が出る漢方薬
～補中益気湯と十全大補湯を究める～

八幡漢方研究会 発表 八幡 院長

2018.9.11 よく使う漢方薬の本当の使い方 漢方勉強会（薬局対象） 小倉 院長

2018.9.27 在宅ドブタミン勉強会
在宅ドブタミン勉強会
　　      （クリニック対象）

発表 飯塚 院長

2018.10.15 おなかに漢方！消化器疾患の術後 Ｇノート羊土社 執筆 院長

2018.11.11 慢性心不全 在宅看護過程　医学書院 執筆 院長

2018.11.9
プライマリケアで知っておきたい
心不全診療のup to date

福岡県保険医協会 北九研究会 座長 小倉 院長

2018.11.18
穏やかな最期を迎えるためにできること
～あなたなら点滴を希望しますか？～

在宅ホスピスフェスタ
　　　　　　　北九州2018

発表 小倉 院長

2019.1.28
蔓延化した風邪に対する漢方治療
　～咳・痰・咽頭痛～

八幡漢方研究会 発表 八幡 院長

2019.2.12 在宅医療を深めるＳＮＳの活用 小倉在宅医連携の会 発表 小倉 院長

2019.2.23 記念講演「なんとめでたいご臨終」 福岡県保険医協会総会 座長 福岡市 院長

2019.3.1 親子継承は楽なのか？ 北九州市医報 執筆 院長

2019.3.22 在宅心不全緩和ケア
在宅医療勉強会（製薬会社対
象）

発表 小倉 院長

2019.3.29
開業医（在宅医）が多職種連携チームで診る心不
全緩和ケア
実践・課題・そして未来展望

第83回日本循環器学会学術総会
シンポジウム

発表 東京 院長

2019.4.20
赤丸料により減少したコントロール不良な癌性腹
水の一例

日本東洋医学雑誌 論文 院長
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2019.4.24 疲れに漢方 ゼロから学べる小倉漢方セミナー 発表 小倉 院長

2019.4.25 慢性心不全管理について考える会 座長 戸畑 院長

2019.5.14 メジャー漢方薬の使い方のコツ 門司区外科医会学術講演会 発表 門司 院長

2019.5.25
なんとめでたいご臨終
               小笠原文雄著 書評

福岡県保険医協会新聞 執筆 院長

2019.6.3 終末期の点滴について
在宅医療勉強会（製薬会社対
象）

発表 小倉 院長

2019.6.6
第2回心不全地域医療連携
　　　　　　　カンファレンス

座長 八幡 院長

2019.6.11 在宅医療勉強会（高校生対象） 発表 小倉 院長

2019.6.19 覚えておきたいめまいの漢方薬 ゼロから学べる小倉漢方セミナー 発表 小倉 院長

2019.6.29 在宅心不全診療の実際
第126回
日本循環器学会九州地方会

発表 宮崎 院長

2019.7.6
末期心不全患者の「好きなものを食べ
たい」にどう対応する？

九州心不全緩和ケア
深論プロジェクト

発表 八幡 院長

2019.7.10 ICTで患者と繋がりQOLを支える多職種連携
医療介護専用SNSを利用した患
者
を支える医療　全国事例33

取材 院長

2019.7.27
開業医が考える循環器疾患における
　　　　　　　　　　　　漢方薬の適応

京滋循環器漢方研究会2019 発表 京都 院長

1905/7/11 訪問診療連携クリニックのご紹介 モナトリエ新聞 取材 小倉 院長

2019.8.18 「上熱下寒」から展開する黄連湯の応用 日本東洋医学雑誌 論文 院長

2019.8.24 思うほど在宅医療は広まらないかもしれない 福岡県保険医協会新聞 執筆 院長

2019.10.1 チームで取り組む心不全対策 漢方医薬学雑誌 取材 院長

2019.10.7 在宅看取り事例を通して 第5回小倉在宅医連携の会 発表 小倉 院長

2019.10.8 漢方医の服薬指導 小倉薬剤師会 発表 小倉 院長

2019.10.24 風邪漢方の初期対応 荒尾漢方勉強会 発表 荒尾 院長

2019.11.7 在宅心不全の実際
小倉南北訪問看護事業者連絡会
研修会

発表 小倉 院長

2019.11.11 在宅心不全緩和ケアの実際 愛媛Web講演会 発表 愛媛(Web) 院長

2019.11.16 地域で高齢者心不全をどう診る？ 第34回在宅ケアセミナー 発表 小倉 院長

2019.11.22 心不全チーム医療 ARIA 心不全ディスカッション2コメンテーター 福岡市 院長

2020.1.14 便秘〜漢方で心地よい排便へ〜 門司区外科医会学術講演会 発表 門司 院長

2020.3.1 MUSと漢方治療 総合診療の視点で診る不定愁訴 執筆 院長

2020.3.1 循環器における漢方診療
内科開業医のためのプラクティ
ス

執筆 院長

2020.4.25 開業を意識していた研修医時代
小倉内科医会誌 第42号 特集
私の研修医時代

執筆 院長

2020.6.27 覚えておきたい在宅で役立つ漢方のコツ
第2回日本在宅医療連合学会ラ
ンチョンセミナー

発表 名古屋(Web) 院長

2020.7.1 高齢心不全患者の「7症候に対する11処方」 ツムラ社資材作成 執筆 院長

2020.7.18 意外と役立つ心不全患者への漢方治療のコツ
第26回日本心臓リハビリテー
ション学会学術集会ランチョン
セミナー

発表 福岡(Web) 院長

2020.8.1 在宅心不全緩和ケアの実際
緩和・支持・心のケア合同学術
大会2020　シンポジウム

発表 東京(Web) 院長

2020.9.15 循環器領域に漢方の出番はあるのか？ 循環器領域漢方Web 発表 南九州(Web) 院長

2020.10.14 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？ 循環器漢方セミナー2020 発表 全国(Web) 院長

2020.10.15 訪問診療×心不全 Gノート　心不全×連携医療 執筆 院長

2020.10.30 高齢者心不全治療に漢方の出番はあるのか？
循環器×漢方医スペシャルWeb
対談

発表 福岡(Web) 院長

2020.11.6 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？ 一関市医師会学術講演会 発表 岩手(Web) 院長

2020.11.17 漢方初学者が簡単に成功体験ができる方法 漢方.jp(YouTube) 発表 全国(Web) 院長

2020.11.20 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？
循環器領域で役立つ漢方WEBセ
ミナー

発表 東京(Web) 院長

2020.11.20 新見正則先生との漢方対談 漢方.jp(YouTube) 発表 全国(Web) 院長

2020.11.21 在宅心不全緩和ケアの実際 4th The OCTET Conference 発表 福岡(Web) 院長

2020.12.2 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？
KAMPO PRIMARY WEB SEMINAR
from kitakyushu

発表 北九州市(Web)院長

2020.12.16 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？ 第2回HET webフォーラム 発表 神戸(Web) 院長


