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                                   熊本市医師会 
                                     会長 園 田   寛 
 

令和４年１０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 11:予防と保健） 

 日時 10月24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 

「助軟骨損傷の診断にMRIが有用であった一例」 

熊本地域医療センター放射線科部長                    松 川 哲 也 先生  

特別講演 

「肺癌を見落とさない胸部X線の読み方」 

  熊本地域医療センター副院長 兼 臨床研究部長                  柏 原 光 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55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 CC12:地域医療） 

 日時 10月1日（土）15:00 

 テーマ 「熊本県のがん診療最前線」 

演題及び講師 

「有明地域におけるがん診療連携の新たな取り組み」 

荒尾市民病院外科診療部長/緩和ケア内科部長                濱 口 裕 光 先生 

 他2演題 

 

②第148回 総合症例検討会（CPC）（日医生涯教育講座 1.5単位 CC 44:心肺停止） 

日時 10月19日（水）19:00 

テーマ 「びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の初回化学療法導入の経過で心肺停止を来した一例」 

 

③第51回 ナースのための心電図WEBセミナー 

 日時 10月22日（土）9:30 

 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 

 会費 2,000円（後日お振込みとなります） 

※申込み・問い合わせ先 メールアドレス:mng.kumamoto@deluxe.ocn.ne.jp 

申込期限:10月 7日（金）まで 

 

mailto:kumamotochiiki@gmail.com
mailto:mng.kumamoto@deluxe.ocn.ne.jp
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《その他の勉強会》 

①第39回 回復･生活期リハを考える会（日医生涯教育講座1単位 CC 12:地域医療） 

 日時 10月5日（水）18:00（WEB配信のみ） 

 テーマ 「リハビリステーション薬剤」 

演題及び講師 

「多職種とリハビリと薬剤師の関わりを考える」 

 くまもと温石病院薬剤科薬局長                      森   直 樹 先生 

 他3演題 

（共催）回復･生活期ケアを考える会、第一三共 

（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 第一三共 担当:岩月 ℡:096-322-4010 メールアドレス:iwatsuki.masato.zk@daiichisankyo.co.jp 

 上記へメールを送りいただくと、視聴申込専用 URLをご案内いたします。 

または、右記二次元コードより申し込みできます。 

 「ご施設名・ご職種・お名前・メールアドレス」をご記載の上、送信してください。 

 

②第 42 回 熊本骨粗鬆症研究会（日医生涯教育講座 1.5 単位 CC 12:地域医療、77:骨粗鬆症）（日本整形外

科学会教育研修会1単位）（骨粗鬆症学会認定研修単位5単位） 

 日時 10月5日（水）19:00（WEB配信のみ） 

 演題及び講師 

 「当院における骨粗鬆症診療について」（19:00～） 

  済生会みすみ病院整形外科部長                      西 口 雅 彦 先生 

 「骨粗鬆症治療の最前線～転倒の話題も含め～」（19:30～） 

  信州大学医学部運動機能学教室准教授                   中 村 幸 男 先生 

 （共催）熊本骨粗鬆症研究会、アステラス製薬、アムジェン 

 （後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 アステラス製薬 担当:中河 ℡:080-1118-4563  

メールアドレス:masao.nakagawa@astellas.com 

 事前登録 URL:https://forms.office.com/r/23p03pbmtm 

 

③第28回 熊本心臓研究会（日医生涯教育講座1単位 CC 12:地域医療、73:慢性疾患･複合疾患の管理） 

 日時 10月12日（水）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」 

 講師及び講師 

 「阿蘇医療圏での心不全に対する病診連携」（19:00～） 

  阿蘇医療センター循環器科内科部長                    宮 本 信 三 先生 

 「心不全薬物治療の新たな展開～sGC刺激薬ベルイシグアト～」（19:40～） 

  国立病院機構九州医療センター循環器センター統括運営部長         肥 後 太 基 先生 

 （共催）熊本循環器学会、バイエル薬品 

 （後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 バイエル薬品 担当:山本 ℡:080-2548-0843   

 事前登録 URL:https://bit.ly/3zxfMsT 

 上記 URLよりアクセスできない場合 Zoomを起動し下記 IDをご入力下さい。 

 ウェビナーID:972 0087 7301 パスコード:955206 

 

④Cardiovascular Diabetology Forum（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） 

 日時 10月17日（月）19:30 

 場所 ホテル日航熊本5F「阿蘇」 

 演題及び講師 

 「循環器内科医の立場から考える糖尿病治療」（19:30～） 

  熊本大学病院循環器内科助教                         花 谷 信 介 先生 
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 「心腎連関を意識した糖尿病診療～SGLT2阻害薬への期待～」（20:00～） 

  名古屋市立大学大学院医学研究科循環器内科学教授                         瀬 尾 由 広 先生 

（共催）熊本循環器学会、田辺三菱製薬 

（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 田辺三菱製薬 担当:宮内 ℡:096-351-2221 

 事前登録URL:https://forms.office.com/r/wGRDQJMQTY 

申込期限 10月11日（火）まで 

 

⑤第12回 Diabetes Masters Conference in Kumamoto（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習会）（日本糖尿病協会歯科医師登録医のための認定講習

会）（日本糖尿病協会糖尿病認定医取得のための認定講習会）（日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修会（第

2群））（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 10月27日（木）18:55 

 場所 ホテル日航熊本5F「天草」 

 演題及び講師 

 「日本版2型糖尿病治療アルゴリズム策定～エビデンスとコンセンサスの融合～」 

  熊本大学病院糖尿病･代謝･内分泌内科講師                    近 藤 龍 也 先生 

 「インクレチンによる糖尿病治療の更なる展開」 

  岐阜大学大学院医学研究科内科学講座糖尿病･内分泌代謝内科学分野/膠原病･免疫内科学分野教授 

                                         矢 部 大 介 先生 

 参加費 500円 

（共催）Diabetes Masters Conference in Kumamoto、熊本県糖尿病対策推進会議、住友ファーマ 

（後援）県･市医、ブルーサークル2050 

※申込み・問い合わせ先 

住友ファーマ 担当:四橋 ℡:092-432-5623  

メールアドレス:yukinobu.yotsuhashi@sumitomo-pharma.co.jp 

事前登録URL:https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_N-ObZDKASmOf57C8Do13Ig 

  申込期限 10月21日（金）まで 

 

⑥第19回 熊本ワクチン懇話会（日医生涯教育講座1単位 CC 8:感染対策）（地域総合小児医療認定医対象講演会

5単位） 

 日時 10月28日（金）19:00（WEB配信のみ） 

 演題 「百日咳対策におけるワクチン接種の意義（仮）」 

 講師 大阪公立大学大学院医学研究科公衆衛生学教室准教授             大 藤 さとこ 先生 

（共催）熊本ワクチン懇話会、熊本県小児科医会、KMバイオロジクス、Meiji Seika ファルマ 

（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 

 Meiji Seika ファルマ 担当:尾上 ℡:080-6718-6140 メールアドレス:takatoshi.onoe@ meiji.com 

 ご聴講希望の方は上記連絡先までご連絡ください。講演会当日までに招待状メールを配信させていただきます。 

 

 

 

  【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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