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                                   熊本市医師会 
                                     会長 園 田   寛 
 

令和４年７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。今月のご案内には、

地域包括診療加算の必須CCはございません。） 

 

《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 CC53:腹痛） 

日時 7月 25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 

特別講演 

「胆嚢結石症の診療アップデート」 

熊本地域医療センター外科                        黒 田 大 介 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36回 臨床薬理セミナー（日医生涯教育講座3単位 CC 10:チーム医療、12:地域医療）（日病薬病院薬 

学認定薬剤師制度2単位） 

日時 7月3日（日）13:00～16:00 

 テーマ「薬薬連携 皆で作ろう、シームレスな薬物治療を提供できる環境」 

演題及び講師 

「当院で実践する薬薬連携及び薬剤師への期待」 

 国立病院機構熊本医療センター診療部長/消化器内科部長           杉   和 洋 先生 

他2演題 

定員 60名 

※申込み・問い合わせ先 

申込書を国立病院機構熊本医療センターホームページよりダウンロードし、下記メールアドレスまで添 

付送信下さい。 

申込書ダウンロード用 webページ URL:https://kumamoto.hosp.go.jp/  

メールアドレス：mng.kumamoto@deluxe.ocn.ne.jp 

 メールのみ受付となっておりますので、お間違えの無いようにお願い致します。           

申込書未記入や郵送、FAXでのお申込みは無効となります。 
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②第37回 メディカルスタッフのための人工呼吸セミナー 

日時 7月9日（土）8:50～16：20 

演題 「呼吸生理の知識と血液ガスの見方」（9：00～） 

講師  国立病院機構九州医療センター救命救急部長/救命救急センター長   野 田 英一郎 先生 

他3演題 

定員100名程度 

受講料 2,000円（当日お支払いください） 

※申込み・問い合わせ先 

申込書に記載の上メールもしくは FAXでお送りください。 

申込書は当院ホームページよりダウンロードしてご利用ください。 

申込書ダウンロード用 webページ URL:https://kumamoto.hosp.go.jp/ 

地域医療研修センター事務局 FAX:096-352-5025 

メールアドレス:mng.kumamoto@deluxe.ocn.ne.jp  

申込期限 6月 24日（金）まで 

  

③第147回 総合症例検討会（CPC）（日医生涯教育講座 1.5単位 CC 46:咳・痰） 

日時 7月 20日（水）19:00～20:30 

テーマ 「造血幹細胞移植後に肝類洞中心静脈閉塞、肺胞出血を来した60代男性」 

 

④第53回 診断と治療 －最新の基礎公開講座－（日医生涯教育講座2.5単位 CC 1:医師のプロフェッショ

ナリズム） 

日時 7月 30日（土）15:00～17:30 

 演題及び講師 

 「前立腺がんの画像診断と放射線治療」 

1.前立腺がんのMRI 

   熊本中央病院放射線科医長                       梶 原 博 生 先生 

2.前立腺がんに対する外照射 

国立病院機構熊本医療センター放射線治療科部長             冨 髙 悦 司 先生 

 3.限局性前立腺がんに対する新しい治療戦略 ～密封小線源療法を用いたFocal Therapyの導入～ 

   国立病院機構熊本医療センター泌尿器科副部長              前 田 喜 寛 先生 

 

《その他の勉強会》 

①熊本県内科医会 学術講演会（日医生涯教育講座1.5単位 CC 27:黄疸、73:慢性疾患･複合疾患の管理）（日 

臨内指定研修講座5単位） 

日時 7月7日（木）18:50（web受講可）  

場所 ホテル日航熊本5階｢阿蘇｣ 

演題及び講師 

「C型肝炎治療後の発癌と肝予備能」（19:00～） 

くまもと森都総合病院肝臓･消化器内科部長                 宮 瀨 志 保 先生 

「肝臓領域の最近の話題 ～B型･C型肝炎治療の残された課題と肝癌治療の行く末は～」（19:30～） 

 国家公務員共済組合連合会虎の門病院顧問                         熊 田 博 光 先生 

（共催）熊本県内科医会、アッヴィ（後援）県･市医 

※申込・問い合わせ先 

 アッヴィ 担当:荒口 ℡:080-2020-4650 メールアドレス:hideki.araguchi@abbvie.com 

 登録用 URL: https://abbvie.zoom.us/webinar/register/WN_8-iJ0HsGSQCHqRcauA4Mag 
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②第18回 熊本ワクチン懇話会（日医生涯教育講座1単位 CC 11:予防と保健） 

 日時 7月9日（土）18:00（WEB配信のみ） 

演題 「コロナ禍でのロタウィルスワクチン」 

講師  小樽病院小児科診療部長                      辰 巳 正 純 先生 

（共催）熊本ワクチン懇話会、熊本県小児科医会、MSD (後援）県･市医 

※申し込み・問い合わせ先  

ＭＳＤ製薬 担当:原田 ℡:070-3762-6816  

メール件名に『第 18回ワクチン懇話会申込み』、本文に『施設･氏名･職種』を記載の上、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:yasuhiro.harada@merck.com 

 

③Gl Online Symposium（日医生涯教育講座1.5単位 CC12:地域医療、52:胸やけ） 

 日時 7月14日（木）19:00（WEB受講可） 

 場所 鹿本医師会館 

 演題及び講師 

 「咽頭から直腸まで、ESDにおけるトラクション法の工夫 ～最近のGERD診療も含めて～」（19:00～） 

  熊本大学病院消化器内科特任助教                     宮 本 英 明 先生 

 「胃内視鏡検診の現状と課題～導入前後の課題～(仮)」（19:40～） 

  東京都立がん検診センター所長                      入 口 陽 介 先生 

（共催）鹿本医師会、アストラゼネカ（後援）県･市医 

※申込・問い合わせ先 

 アストラゼネカ 担当:小幡 ℡:080-3030-8597  

 登録用 URL: https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_Z8i6_LPxSxmmRx6IihgtYw 

 または、『施設･氏名･職種』を記載の上、下記メールアドレスの送付をお願い致します。 

メールアドレス:yukihisa.obata@astrazeneca.com 

申込期限 7月 14日（木）19:00まで 

 

④第24回 熊本糖尿病フォーラム（日医生涯教育講座2単位 CC 0:最新のトピックス･その他、9:医療情報、

10:チーム医療、73:慢性疾患･複合疾患の管理 ）（日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会）（熊本

県糖尿病対策進会議認定講演会）（日本糖尿病協会療養指導医取得のための講習会）（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 7月 15日（金）18:30（WEB受講可） 

場所 ホテルメルパルク熊本 2F「白川」 

テーマ 「インスリン発見 101年～これからの100年に向けて～」 

演題及び講師 

「糖尿病療養機器の進化と今後の展望」（18:30～） 

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

「iPS細胞を用いた糖尿病に対する再生医療の開発」（19:00～） 

 京都大学iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門教授             長 船 健 二 先生 

「2型糖尿病の分子病態解明と豊かな人生100年時代に向けて 

～2型糖尿病の薬物療法を含めて～ 」（19:40～） 

 東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代謝内科学教授            山 内 敏 正 先生 

参加費 500円 

（共催）熊本糖尿病フォーラム、田辺三菱製薬 

（後援）県・市医、熊本県糖尿病対策推進会議、ブルーサークル2050 

※申込み・問い合わせ先  

田辺三菱製薬 担当:小澤 ℡:080-5776-3018 メールアドレス:ozawa.atsuhiro@mp.mt-pharma.co.jp 
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⑤ＤＫＤフロンティアカンファレンスin熊本（日医生涯教育講座1単位 CC 11:予防と保険、15:臨床問題

解決のプロセス）（熊本県糖尿病対策推進会議認定講演会）（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 7月 19日（火）19:00（WEB受講可） 

場所 ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ2F「平安」 

演題及び講師 

「CKD病診連携における薬剤選択Up to Date ～心腎Total Careを見据えて～」（19:00～） 

 熊本大学大学院生命科学研究部腎臓内科学准教授              桒 原 孝 成 先生 

「2型糖尿病を合併する慢性腎臓病治療の柱:残余リスクと新規MRAの役割」（19:45～） 

大分大学医学部内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座教授          柴 田 洋 孝 先生    

（共催）熊本県糖尿病対策推進会議、バイエル薬品（後援）県･市医、ブルーサークル2050 

※申込み・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/DKD 

 

⑥熊本市内科医会 学術講演会（日医生涯教育講座1単位 CC73:慢性疾患･複合疾患の管理）（日臨内指定研

修講座） 

日時 7月 26日（火）19:00（web受講可） 

場所 熊本城ホール 3F中会議室D1-2 

演題 「ＣＫＤの薬物治療～最近のＴｏｐｉｃｓ」 

 講師  国立病院機構熊本医療センター腎臓内科部長              梶 原 健 吾 先生          

（共催）熊本市内科医会、協和キリン（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

協和キリン 担当:佐藤 ℡:096-351-6600 

登録用 URL: https://zoom.us/webinar/register/WN_X4XdR8IHSSmYP5ISBt5D7g 
 

⑦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 0:最新のトピックス･その他、73: 

慢性疾患･複合疾患の管理）（日本整形外科学会専門医単位2単位） 

日時 7月 30日（土）18:00 

場所 ホテルメルパルク熊本 3F「根子岳」 

演題及び講師 

「整形外科日常診療でよく遭遇する骨軟部腫瘍の診断と治療」（18:00～） 

 慶応義塾大学整形外科学教室専任講師                   中 山 ロバート 先生 

「関節リウマチ診療におけるバイオシミラーの位置づけ」（19:00～） 

 九州大学大学院医学研究院医学教育学講座教授               新 納 宏 昭 先生 

受講料 1,000円 

（共催）熊本県臨床整形外科医会、あゆみ製薬（後援）県･市医 

※問い合わせ先 

あゆみ製薬 担当:嶋田 ℡:080-8535-5159 

 

 

  【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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