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                                   熊本市医師会 
                                     会長 園 田   寛 
 

 

令和４年１１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 CC 0:最新のトピックス・その他） 
 日時 11月28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 
「脱水による腎前性急性腎障害(AKI)の2型糖尿病患者の一例 
               ～シックデイにおける SGLT2阻害剤の中止について～」 
熊本地域医療センター総合診療部長兼糖尿病代謝内科部長          笹 原 誉 之 先生  

特別講演 
「ＭＲＩの撮像法について（肝・胆・膵 領域での撮像を中心に）」 

  熊本地域医療センター放射線科医長                       矢 村 正 行 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56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 CC36:視力障害、視野狭窄） 
 日時 11月5日（土）15:00 
 テーマ 「屈折異常の基礎と治療」 
演題及び講師 
「屈折異常の基礎」 
国立病院機構熊本医療センター眼科部長                   榮 木 大 輔 先生 

 「屈折異常の外科的治療」 
  眼科こがクリニック院長                         古 賀 貴 久 先生 
 
②第163回 公開看護セミナー 
 日時 11月12日（土）13:00 
 演題「急性期看護における看護倫理」 
 講師 社会医療法人博愛会相良病院緩和ケア支援センター顧問         江 口 惠 子 先生 
 定員 約100名（応募者多数の場合は密を避けるため人数調整をさせていただきます） 
※申込期限:10月 28日（金）まで 
 国立病院機構熊本医療センターホームページより申込書を 
ダウンロードしていただき、メールもしくは FAXでお申込みください。 
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  
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《その他の勉強会》 
①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 62:歩行障害、77:骨粗鬆症） 
 日時 11月5日（土）18:00（WEB配信のみ） 
 演題及び講師 
 「重症骨粗鬆症における薬剤選択と有害事象対策」（18:00～） 
  医療法人札幌円山整形外科札幌琴似整形外科骨粗鬆症センター長       髙 田 潤 一 先生 
 「脊椎脊髄疾患の先端治療 －保存療法から新技術まで－」（19:00～） 
  国際医療福祉大学医学部整形外科学主任教授                石 井   賢 先生 
（共催）熊本県臨床整形外科医会、旭化成ファーマ（後援）県･市医 
※申込み・問い合わせ先 
 旭化成ファーマ 担当:光明 ℡:096-383-8311  
メールアドレス:komyo.sb@om.asahi-kasei.co.jp 

 事前登録 URL:https://asahi-kasei.zoom.us/webinar/register/WN_ulIXulIuTRqgZf6xgp9UuA 
 
②第22回 地域完結型の治療とリハビリテーションを考える会／第42回 熊本脳卒中地域連携ネットワーク  
 研究会（日医生涯教育講座 1.5単位 CC 7:医療の質と安全、10:チーム医療、12:地域医療） 
 日時 11月9日（水）18:30（WEB配信のみ） 
 演題及び講師 
 「脳卒中地域連携パス データ集計報告」（18:30～） 
  リハビリテーションセンター熊本回生会病院                中 村 幸 生 先生 
 他2演題 
（共催）熊本脳卒中地域連携ネットワーク研究会、地域完結型の治療とリハビリテーションを考える会、 
第一三共（後援）県･市医 

※申込み・問い合わせ先 
 第一三共 担当:篠崎 ℡:080-1118-1259 『施設名・役職・氏名』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:shinozaki.kouzou.k5@daiichisankyo.co.jp 

  
③第29回 熊本リウマチのケア研究会（日医生涯教育講座1単位 CC 61:関節痛）（リウマチ財団教育研修単
位1単位） 

 日時 11月11日（金）19:00（WEB受講可） 
 場所 くまもと森都心プラザ 6F AB会議室 
 演題及び講師 
 「抗リウマチ剤関連リンパ増殖性疾患における初期対応の注意点 －画像診断医の立場から－」 
  熊本整形外科病院放射線科部長                      清 家 一 郎 先生 
 「関節リウマチ患者さんのライフステージにあったリウマチケアを考えよう」 
  医療法人相生会ピーエスクリニック日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師看護係長 
                                      洲 崎 みどり 先生 
 参加費 500円（リウマチ財団教育研修単位をご希望の方は単位所得証明書料 1,000円が必要となります） 
（共催）熊本リウマチのケア研究会、エーザイ（後援）県･市医 
※申込み・問い合わせ先 
 エーザイ 担当:松田 ℡:080-9039-7656 メールアドレス:k-matsuda@hhc.eisai.co.jp 
 事前登録 URL: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7gsuoKADREKMluyUwmV6AA 
   
④第52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 1:医師のプロフェッショ
ナリズム）（日本泌尿器科学会専門医制度研修 3 単位）（熊本県がん検診従事者（機関）認定協議会前立腺
がん部会指定講習会） 

 日時 11月24日（木）19:00（WEB受講可） 
 場所 ホテル日航熊本「天草」 
 演題 「進行前立腺癌の薬物治療（仮）」（19:30～） 
 講師 佐藤威文前立腺クリニック院長                    佐 藤 威 文 先生 
（共催）熊本泌尿器科医会、ヤンセンファーマ、日本新薬（後援）県･市医 
※申込み・問い合わせ先 
 ヤンセンファーマ 担当:福本 ℡:090-5993-5579 メールアドレス:kfukumot@its.jnj.com 
  下記の URLを入力後、下記の ID番号とパスワードをご入力ください。 
URL:https://jnjmeetings.zoom.us/webinar/register/WN_1I-KExqbR5CJuRLfMXFzWQ 
ミーティング ID:934 2208 8891 パスコード:854262 
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⑤第10回 九州PEGサミット in熊本（日医生涯教育講座8.5単位 CC 1:医師のプロフェッショナリズム、 
10:チーム医療、15:臨床問題解決のプロセス、19:身体機能の低下、49:嚥下困難、0:最新のトピックス・ 
その他） 

 日時 11月26日（土）12:30～18:00 
    11月27日（日） 8:30～14:00 
 場所 熊本市国際交流会館 
 演題及び講師 
 「PEG:プロフェッショナルとは」 
  大阪市立総合医療センター院長                      西 口 幸 雄 先生 
 他2演題（講演以外にラウンド、ディスカッション・質疑応答有り） 
 参加費 8,000円 
（主催）九州PEGサミット実行委員会（後援）熊本県病院薬剤師会、熊本県看護協会、熊本県栄養士会、 
 熊本県言語聴覚士会、PEG･在宅医療学会、 NPO法人 PDN、日本服薬支援研究会、PTEG研究会、市医 
※申込み・問い合わせ先 
 九州 PEGサミット HP:https://r.goope.jp/pegsummit/free/application2022にてお申込ください。 
 
⑥熊本在宅ドクターネット研修会（日医生涯教育講座1単位 CC 80:在宅医療） 
 日時 11月30日（水）19:00（WEB開催のみ） 
演題 「在宅高齢者の『肺炎治療と予防』を考える（19:10～） 
講師 熊本大学病院新興感染症対策寄附講座/呼吸器内科特任講師        岡 本 真一郎 先生 

（共催）熊本在宅ドクターネット、杏林製薬（後援）県･市医 
※申込み・問い合わせ先 
 杏林製薬 担当:中野 ℡:096-384-3332 
 事前登録 URL:https://zoom.us/webinar/register/WN_A5Z31H-0R1m9OgU7MhHRFg 
 ウェビナーID:912 7960 5485 パスコード:607202 
 
⑦第45回 熊本市民病院 病病・病診連携懇談会（日医生涯教育講座1単位 CC12:地域医療） 
 日時 11月30日（水）19:00（WEB配信のみ） 
 演題及び講師 
 「熊本市民病院の現状報告」 
  熊本市民病院院長                             相 良 孝 昭 先生 
 「当院における小児呼吸器診療 －喘鳴性疾患を中心に－」 
  熊本市民病院小児科                            今 村 友 彦 先生 
 他3演題 
（後援）上益城郡医師会、下益城郡医師会、市医 
※申込み・問い合わせ先 
 熊本市民病院患者サポートセンター 担当:田中 ℡:096-365-1606 

 

 

  【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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