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                                   熊本市医師会 
                                     会長 園 田   寛 
 

令和４年９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 0:最新のトピックス・その他） 

 日時 9月26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 

「Conversion surgeryを施行した局所進行膵癌の一例」 

熊本地域医療センター消化器外科                     冨 田 真 裕 先生  

特別講演 

「当科における胆膵疾患治療の実際」 

  熊本地域医療センター消化器内科医長                   岩 下 博 文 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54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 CC77:骨粗鬆症） 

 日時 9月10日（土）15:00～ 

 テーマ 「大腿骨近位部骨折と骨粗鬆症における地域連携医療」 

演題及び講師 

「大腿骨近位部骨折:急性期医療機関から回復期医療機関への連携」 

国立病院機構熊本医療センター整形外科副部長               前 田   智 先生 

 他2演題 

 

《その他の勉強会》 

①第28回 熊本前立腺癌研究会(日医生涯教育講座1単位 CC15:臨床問題解決のプロセス）（熊本県がん検診 

従事者認定協議会）（前立腺がん検診従事者講習会） 

日時 9月8日（木）19:00（WEB受講可） 

場所 ザ・ニューホテル熊本 

演題及び講師 

「前立腺癌薬物療法の治療戦略 -現状と展望-（仮）」（19:30） 

  九州大学病院泌尿器・前立腺・腎臓・副腎外科診療准教授          塩 田 真 己 先生 

  他2演題 

参加費 500円（学生、研修医は無料） 

（共催）熊本前立腺癌研究会、熊本泌尿器科医会、アストラゼネカ（後援）県・市医 
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申込み 
QR コード 

 

※申込み・問い合わせ先  

アストラゼネカ 担当:吉田 ℡:080-3815-5865  

メールアドレス:Naoki.Yoshida@astrazeneca.com 

 下記 URL、もしくは右記二次元コードからオンラインで事前登録をお願いいたします。 

 事前登録 URL:https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/tJMkf-mgrTsvGNG0nQ0GJ2N_jIrHMSoKSOdx 
 申込期限 9月 7日（水）まで  

      

②第2回 熊本手術手技フォーラム（日医生涯教育講座1単位 CC 60:腰痛）（日本整形外科学会教育研修会）     

日時 9月9日（金）18:45 

 場所 ホテルメルパルク熊本 

 演題 「腰椎後方手術基本手技の実際および様々な PLIF症例 

              ～見ただけでPLIFができるようになる手術ビデオ～」 

 講師 慶友整形外科病院副院長/慶友脊椎センター長                          河 野    仁 先生 

 参加費 1,000円（日整会教育研修単位希望者のみ） 

（共催）熊本手術手技フォーラム、日本臓器製薬（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 日本臓器製薬 担当:村岡 ℡:096-386-0441 メールアドレス:n-muraoka@nippon-zoki.co.jp 

 

③第18回 熊本乳癌研究会（日医生涯教育講座1単位 CC 15:臨床問題解決のプロセス）（熊本県がん検診従

事者(機関)認定協議会 乳がん部会指定講習会） 

 日時 9月10日（土）15:00（WEB受講可） 

 場所 ホテルメルパルク熊本 2F「有明」 

 演題及び講師 

 「当院のHBOC診療の現状と課題」(16:30～) 

東北大学病院乳腺･内分泌外科学分野准教授                 多 田   寛 先生 

他4演題 

参加費 500円（研修医、学生は除く） 

（共催）熊本乳癌研究会、熊本県総合保健センター、アストラゼネカ、メディコン（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 アストラゼネカ 担当:川口 ℡:090-8367-8532 メールアドレス:Kotaro.Kawaguchi@astrazeneca.com 

 事前登録 URL: https://astrazeneca.zoom.us/meeting/register/tJ0kf-Ctqj8qGtPGVPfNyGk4GSDczBA1y4bQ 

  事前登録時はご氏名・メールアドレス「ご所属」の箇所に 

ご施設名の入力をお願いいたします。 

 申込期限 9月 9日(金)まで 

 

④熊本県内科医会 学術講演会（日医生涯教育講座 1 単位 CC 11:予防と保健）（日本臨床内科医会指定研修

講座4単位） 

 日時 9月13日（火）19:00（WEB配信のみ） 

 演題 「HPVワクチン、キャッチアップ接種に向けて」（19:05） 

 講師  さやかウィメンズヘルスクリニック広尾院長/ 

国立がん研究センターがん対策研究部予防検診政策研究部特任研究員 池 田 さやか 先生 

（共催）熊本県内科医会、MSD（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 MSD 担当:長底 ℡:080-2406-9698 メールアドレス:hideaki.nagasoko@merck.com 

申込期限 9月 6日(火)まで 

  

⑤熊本市地域連携講演会～骨粗鬆症について～（日医生涯教育講座1単位 CC77:骨粗鬆症） 

 日時 9月16日（金）19:00 

 場所 ホテルメルパルク熊本2F「金峰」 

 演題 「内科医のための骨粗鬆症性椎体骨折の治療 ～椎体骨折に手術あるのですか？～」 

 講師  成尾整形外科病院整形外科脊椎脊髄外科部長             田 畑 聖 吾 先生 
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 参加費 500円 

（共催）Kumamoto Orthopedic Developmental Seminar、旭化成ファーマ（後援）県･市医 

※問い合わせ先 

 旭化成ファーマ 担当:赤木 ℡:096-383-8311 メールアドレス:akagi.yj@om.asahi-kasei.co.jp 

 

⑥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 19:身体機能の低下、77:骨粗鬆 

症）（日本整形外科学会専門医単位2単位） 

日時 9月 17日（土）17:45（WEB受講可） 

 場所 ホテル熊本テルサ 3F「たい樹」 

 演題及び講師 

「高齢者腰痛の最近の話題」（18:00～） 

  千葉大学大学院医学研究院整形外科学教授                 大 鳥 精 司 先生 

 「何から始める?いつまで続ける?骨粗鬆症治療 

               ―診療報酬改定・2次骨折予防の算定要件を含むー」（19:00～） 

  東京慈恵会医科大学整形外科学講座主任教授                斎 藤   充 先生 

 受講料 1演題1,000円  

（共催）熊本県臨床整形外科医会、帝人ヘルスケア（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 帝人ヘルスケア 担当:小平 ℡:096-312-5512 メールアドレス:r.kohira@teijin.co.jp 

  参加希望の方は下記連絡先までお願いいたします。 

 熊本臨床整形外科医会事務局 松原リウマチ科･整形外科 ℡:096-214-0551 

 

⑦第92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 71:流・早産および

満期産、74:高血圧症） 

日時 9月 21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 「妊娠と高血圧・心腎疾患」 

演題及び講師 

 「妊娠高血圧症候群とCKD患者の妊娠」 

熊本大学病院腎臓内科                           宮 里 賢 和 先生 

他4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、熊本大学病院内科専門医研修

プログラム管理委員会、熊本大学病院脳卒中･心臓病等総合支援センター 

（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 メール件名に『第 92 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･参加希望形態』を

ご記入の上、申込先メールアドレスまでお申し込みください。 

 熊本大学病院事務部総務課卒後教育担当 ℡:096-373-5689  

メールアドレス:iys-kensyu@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

 申込期限 9月 16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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