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令和４年５月２５日 

 
 
                                   熊本市医師会 
                                     会長 園 田   寛 
 

令和４年６月の学術講演会ご案内 

 

標記について下記のとおりお知らせします。（CC は、カリキュラムコードの略です。   で囲みがついて

いるCCは、地域包括診療加算の必須CCです。） 

 

《熊本市医師会の勉強会》 

① 熊本地域医療センター勉強会（日医生涯教育講座1単位 CC 26:発疹） 

 日時 6月27日（月）19:00（WEB受講可） 

 場所 熊本地域医療センター2階多目的ルーム 

演題及び講師 

症例報告 

「通常のPEG造設不能例に対する腹腔鏡補助下PEG」 

 熊本地域医療センター外科部長                      増 田 稔 郎 先生 

特別講演 

「帯状疱疹 疫学、臨床、予防まで」 

熊本地域医療センター皮膚科部長                     守 屋 千賀子 先生  
※会場参加をご希望される方は事前に申し込みください。人数制限によりご案内できない場合がございます。 
WEB配信ご希望の方は kumamotochiiki@gmail.comまで所属医療機関名およびお名前をメールにてお知ら 
せください。後日、詳細な参加方法についてご案内させていただきます。（TEL 096-363-3311） 
予定が変更になる可能性がございますので、今後の市医ニュースにもご注意ください。 

 

《国立病院機構熊本医療センター地域医療研修センターでの勉強会》 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、延期、中止、及び講習形態変更の場合もありますので、国立病

院機構熊本医療センターのホームページでご確認をお願い致します。 

①第52回 診断と治療 －最新の基礎公開講座－（日医生涯教育講座2単位 CC 8:感染、11:予防と保健） 

 日時 6月11日（土）15:00 

 テーマ 「COVID-19 Up To Date」 

演題及び講師 

 「COVID-19 update」 

国立病院機構熊本医療センター感染症内科部長/国際医療協力センター長    小 野   宏 先生 

 「新型コロナウイルス感染症の最新の治療、軽症・中等症を中心に」 

    国立国際医療研究センター病院国際感染症センター/総合感染症科        石 金 正 裕 先生 

 

②第50回 ナースのための心電図セミナー 

日時 6月 18日（土）9:30～14:30 

演題及び講師 

「心電図の基礎」 

 国立病院機構熊本医療センター循環器内科部長                           田 山 信 至 先生 

 他2演題 

定員 100名（新型コロナ感染症拡大防止のため定員調整の場合あり） 

会費 2,000円（当日お支払いください） 

※申込・問い合わせ先 
メールアドレス:mng.kumamoto@deluxe.ocn.ne.jp 
申込期限:6月 3日（金）まで  

 

《その他の勉強会》 

mailto:kumamotochiiki@gmail.com
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①地域で取り組む生活習慣病対策in熊本（日医生涯教育講座1.5単位 CC 12:地域医療、75:脂質異常症）（日

臨内指定臨床講座5単位）（熊本地域糖尿病療養指導士認定更新のための研修会） 

 日時 6月2日（木）19:00（WEB配信のみ） 

 演題及び講師 

「治療選択肢が増えた今、糖尿病連携を再考する（仮）」（19:05～） 

  熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科部長                 西 田 健 朗 先生 

 「生活習慣病に対する最新の薬物治療を考える －脂質異常症/糖尿病を中心に－」（19:35～） 

陣内病院理事長/院長                            陣 内 秀 昭 先生 

（共催）熊本県内科医会、バイエル薬品（後援）県･市医 
※申込・問い合わせ先 
 バイエル薬品 担当:阿萬 ℡:090-1580-1456 メールアドレス:yoshinobu.aman@bayer.com 
 登録用 URL:https://go.bayer.com/R40602 

 

②熊本県内科医会 総会 特別講演（日医生涯教育講座1単位 CC:20 不眠）（日臨内指定研修講座4単位） 

 日時 6月4日（土）17:55（WEB受講可） 

 場所 ホテル日航熊本5階「天草」 

 演題及び講師 

 「糖尿病患者に対する睡眠に関するアンケート調査」(18:00～) 

  熊本中央病院糖尿病・内分泌・代謝内科部長                西 田 健 朗 先生 

 「循環器疾患患者の睡眠と睡眠障害 ～オレキシン受容体拮抗薬の可能性～」 

順天堂大学大学院医学研究科循環器内科学准教授/ 

順天堂大学医学部附属順天堂医院睡眠・呼吸障害センター長         葛 西 隆 敏 先生 

（共催）熊本県内科医会、エーザイ（後援）県･市医 
※申込・問い合わせ先 
 エーザイ 担当:吉竹 ℡:080-6813-9383 メールアドレス:m-yoshitake@hhc.eisai.co.jp 
  登録用 URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_anUUGj27T0qszGS1BGVm0w 
 ID:858 4590 2278  PASS:Eisai0604 
  
③第90回 熊本大学病院群 生涯教育・研修医セミナー（日医生涯教育講座1.5単位 CC 8:感染対策、14:災

害医療、69:不安） 

日時 6月8日（水）18:30（WEB受講可） 

場所 医学総合研究棟3階講習室（院内限定） 

テーマ 「災害医療の最前線 ～感染対策＆心のケア～」 

演題及び講師 

「大規模自然災害時における感染対策の重要性とDICTの役割」(18:30～) 

 熊本保健科学大学保健科学部                       川 口 辰 哉 先生 

他2演題 

（共催）熊本大学病院総合臨床研修センター、生涯教育･研修医セミナー部会、災害医療教育研究センター 

（後援）県･市医 
※申込・問い合わせ先 
熊本大学病院事務部 総務課 卒後教育 担当:春口 ℡:096-373-5689/5994 
メール件名に『第 90回セミナー申込み』、本文に『所属・職種・氏名・医師会所属の有無』を 
ご記入の上、下記メールアドレスまでお申し込みください。 
メールアドレス:iys-kensyu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

  申込期限 6月 3日 (金) まで 
 

④インスリン発見 101年 ～次の 100年に向けて～（日医生涯教育講座 1単位 CC 76:糖尿病）（熊本県糖尿病

対策推進会議認定講演会） 

日時 6月9日（木）19:00 

場所 熊本ホテルキャッスル BF1「クリスタルホール」 

演題 「まだまだ進化する2型糖尿病の注射療法」（19:00～） 

講師 東邦大学医学部内科学講座糖尿病・代謝・内分泌学分野教授       弘 世 貴 久 先生 

（共催）熊本県糖尿病対策推進会議、ノボノルディスクファーマ（後援）県･市医、ブルーサークル2050 
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※申込・問い合わせ先 
ノボ ノルディスク フォーマ 担当:吉本 ℡:090-9330-2504 
メールアドレス:yuzy@novonorkdisk.com 
申込 URL:https://forms.office.com/r/kx6PAMu7xC 
 

⑤第11回 整形外科南部地区地域連携会（日医生涯教育講座2単位 CC 7:医療の質と安全、77:骨粗鬆症）（日

本整形外科学会教育研修会2単位）（日本リウマチ学会単位） 

 日時 6月10日（金）18:50 

 場所 ホテルメルパルク熊本2階「白川」 

 演題及び講師 

「血液透析患者の脊椎手術 -安全に行うために-」（19:00～） 

熊本中央病院整形外科脊椎外科部長                    井 上 哲 二 先生 

 「急性期病院がすべき必要最低限の多職種連携による骨粗鬆症リエゾンサービス」（20:00～） 

北九州総合病院副院長                          福 田 文 雄 先生  

参加費 500円（研修単位申請には1単位1,000円が必要） 

（共催）整形外科南部地区地域連携会、旭化成ファーマ（後援）県･市医 
※問い合わせ先 
 旭化成フォーマ 担当:永安 ℡:096-383-8311 
       

⑥第 13回 熊本 Diabetes Premium Panel 研究会 (日医生涯教育講座 1.5単位 CC 73:慢性疾患・複合疾患の

管理、76:糖尿病)（熊本県糖尿病対策推進会議認定講演会） 

日時 6月 10日（金）19:00（WEB配信のみ）  

演題及び講師 

「エピゲノム因子LSD1は骨格筋の環境応答を調整する」（19:00～） 

  熊本大学大学院生命科学研究部代謝内科学講座/熊本大学発生医学研究所細胞医学分野 

  荒 木 裕 貴 先生 

 「脂肪細胞のエピゲノム制御と肥満2型糖尿病における意義」（19:30～） 

  秋田大学大学院医学系研究科代謝･内分泌内科学講座教授           脇   裕 典 先生 

（共催）熊本Diabetes Premium Panel研究会、MSD 

（後援）県･市医、熊本県糖尿病対策推進会議 
※申込・問い合わせ先 
下記メールアドレスに「医療機関名・氏名」を明記の上、お申込みください。 

 ＭＳＤ 担当:長底 ℡:080-2406-9698 メールアドレス:hideaki.nagasoko@merck.com 
 申込期限:6月 3日（金）まで 
 

⑦熊本ＮＳＴ研究会 / 第30回 学術講演会情報交換会（日医生涯教育講座2.5単位 CC 10:チーム医療、15:

臨床問題解決のプロセス）（日本臨床栄養代謝学会NST専門療法士認定資格2単位） 

日時 6月 11日（土）15:00（WEB配信のみ） 

 演題及び講師 

 「COVID-19入院療養中に誤嚥性肺炎を発症した一例～経口からの栄養確保に向けて～」（15:15～） 

  熊本機能病院総合リハビリテーション部言語聴覚科                 郷   雄 大 先生 

他5演題 

「明日から実践できる理想の末梢静脈栄養」（16:55～） 

新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院消化器内科部長         合 志   聡 先生 

（共催）熊本NST研究会、県病院薬剤師会、大塚製薬工場、イーエヌ大塚製薬 

（後援）市医、県看護協会、PEGケアカンファレンス熊本、くまもと食と排泄を考える会 
※申込・問い合わせ先 
大塚製薬工場 担当:川口 ℡:090-5718-6817 メールアドレス:opf_kmj1_smn@otsuka.jp 
申込 URL: https://zoom.us/webinar/register/WN_TEcBIKsNQiWR1hC3ALcSFg 
申込期限 6月 7日 (火) 19:00まで 

 

 

⑧熊本県内科医会 学術講演会 DiaMond Seminar in 九州「糖尿病のトータルケアを考える～個別化糖尿病診
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療～」（日医生涯教育講座 1単位 CC 7:医療の質と安全)（日臨内指定研修講座 5単位）（熊本地域糖尿病療

養指導士認定更新のための研修会） 

日時 6月 16日（木）19:00（WEB配信のみ） 

演題 「個別化医療を目指した糖尿病の食事療法・運動療法・薬物治療」（19:00～）   

講師 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科病態栄養治療部部長准教授 窪 田 直 人 先生

（共催）熊本県内科医会、住友フォーマ（後援）県･市医 
※申込・問い合わせ先 
 住友フォーマ 担当:佐久間 ℡:080-4149-7445 
メールアドレス:kazuki.sakuma@sumitomo-pharma.co.jp 
申込 URL:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0cHA4pnRQI-VdUTPkFZrxg 

 
⑨第50回 熊本泌尿器科医会 定期総会・特別講演会（日医生涯教育講座１単位 CC 65:排尿障害（尿失禁・排

尿困難）（日本泌尿器科学会専門医制度研修3単位） 

日時 6月 23日（木）19:00（WEB受講可） 

場所 ホテル日航熊本「阿蘇」 

演題 「超高齢化社会におけるより充実した夜間頻尿診療をめざして」（19:30～） 

 講師 西野クリニック院長                         西 野 好 則 先生 

（共催）熊本泌尿器科医会、キッセイ薬品（後援）県･市医 
※問い合わせ先 
 キッセイ 担当:福岡 ℡:070-2238-2326 
 

⑩熊本県臨床整形外科医会 教育研修講演会（日医生涯教育講座2単位 CC 60:腰痛、77:骨粗鬆症）（日本整

形外科学会専門医単位2単位） 

日時 6月 25日（土）18:00（WEB受講可） 

場所 三井ガーデンホテルズ B1F「ガーデン」 

演題及び講師 

「ガイドラインから学ぶCommom Diseases ～骨粗鬆症・疼痛を中心に～」（18:00～） 

 千葉大学校大学院医学研究院整形外科学助教                稲 毛 一 秀 先生 

 「腰椎椎間板ヘルニア 古くて新しい話」（19:00～） 

  防衛医科大学校整形外科講座教授                     千 葉 一 裕 先生 

 受講料 1講演につき1,000円 

（共催）熊本県臨床整形外科医会、第一三共（後援）県･市医 
※申込・問い合わせ先 
第一三共 担当:篠崎 ℡:096-322-4010 メールアドレス:shinozaki.kouzou.k5@daiichisankyo.co.jp 
『医療機関名・氏名・職種・メールアドレス』を記載の上、上記メールアドレスまでお申込みください。 
申込期限 6月 17日 (金) まで 
 
 

 

  【無 料 託 児 所 に つ い て】 
熊本市医師会館内の保育施設「メディッコクラブ」が、熊本県女性医師キャリア支援センター事業の一環として 

無料で利用できます。ご希望の方は、事前にＴＥＬ（０９６）２２３－５１６２（メディッコクラブ予約受付）へ 

ご予約をお願いします。※WEB講演会でも利用できます。 

            ご予約は、３営業日前の午後２時まで（土・日・祝日の予約受付は行っておりません。） 

             【予約例】月曜日開催の場合：前週水曜日の午後２時までに予約 

            ※土曜・日曜・祝日の講演会にも対応いたします。  ⓒ2010熊本県くまモン 
 
 

ⓒ2010熊本県くまモン 
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