学術講演会開催一覧
両立支援ガイドライン～がん・脳卒中患者さんの就労支援を中心に～【Web講習会】
開催日 令和4年1月19日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 熊本県保険医協会

場 所 熊本県（Web講習会）
講習会単位
2
単位

TEL

主催・共催 熊本県保険医協会

メール

後 援

096-385-3330

熊本県医師会

両立支援ガイドライン～がん・脳卒中患者さんの就労支援
を中心に～(19:00-21:00)(CC5,,,,,,,,,)(2単位)

熊本託麻台リハビリテーション病院理事
長他2名

平田好文他2名

熊本県精神科協会学術講演会【Web講習会】
開催日 令和4年1月20日

開催時間 午後 6時00分

問合せ先 吉富薬品（株）

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・共催 熊本県精神科協会 吉富薬品株式会社

後 援

メール

080-5776-7002
shiraishi.kiyoshi@mm.mt-pharma.co.jp

熊本県医師会

うつ病診断と治療の基本的スキルとこつ～熊大病院の新し 熊本大学大学院生命科学研究部神経精
神医学講座教授
い磁気刺激療法の紹介も含めて～(18:3020:00)(CC70,,,,,,,,,)(1.5単位)

竹林実

熊本県臨床整形外科医会教育研修講演会【Web講習会】
開催日 令和4年1月22日

開催時間 午後 5時45分

問合せ先 大正製薬（株）

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
2
単位
主催・共催 熊本県臨床整形外科医会 大正製薬株式会社

後 援

TEL

092-451-7884

メール

熊本県医師会、熊本市医師会

変形性関節症の慢性疼痛に対する薬剤治療-内服剤と貼
付剤を併用した治療成績について-(18:0019:00)(CC61,,,,,,,,,)(1単位)

長崎整形外科こやまクリニック院長

古山健蔵

股関節治療に関する最近の話題(19:0020:00)(CC62,,,,,,,,,)(1単位)

藤田医科大学整形外科機能再建学臨床
教授

金治有彦

熊本糖尿病ネットワーク研究会【Web講習会】
開催日 令和4年1月24日

開催時間 午後 6時30分

問合せ先 （株）三和化学研究所

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1
単位

TEL

主催・共催 熊本糖尿病ネットワーク研究会 熊本大学病院災害医療教育
研究センター 株式会社三和化学研究所
後 援

メール

090-5006-7021
m_mizokami@skk-net.com

熊本県医師会、熊本県糖尿病対策推進会議、熊本県歯科医師会、熊本県薬剤師会、熊本県栄養士会、NPO法人ブ
ルーサークル2050、糖尿病保険医療連絡会議

インスリン発見から新たな100年へ-糖尿病治療の進歩と
未来-(19:00-20:00)(CC76,,,,,,,,,)(1単位)

熊本大学大学院生命科学研究部代謝内
科学教授

荒木栄一

第88回熊本大学病院群生涯教育・研修医セミナー【Web講習会】
開催日 令和4年1月25日

開催時間 午後 6時00分

問合せ先 熊大病院卒後教育担当

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・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
後 援

メール

096-373-5689
iys-kensyu@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本県医師会、熊本市医師会

見逃してはいけない皮膚がん(18:30-19:00)(CC26,,,,,,,,,)(0.5
単位)

熊本大学病院皮膚科

青井淳

必ずおこしてしまう薬疹(19:00-19:30)(CC17,,,,,,,,,)(0.5単位)

熊本大学病院皮膚科

徳澄亜紀

きれいを目指す創処理の基本(19:30-20:00)(CC57,,,,,,,,,)(0.5 熊本大学病院形成・再建科
単位)

伊方敏勝

地域完結型の治療とリハビリテーションを考える会回復・維持期リハを考える会【Web講習会】
開催日 令和4年1月26日

開催時間 午後 6時30分

場 所 熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・共催 地域完結型の治療とリハビリテーションを考える会 回復・維持
期リハを考える会、熊本脳卒中地域連携ネットワーク研究会
第一三共株式会社
後 援

問合せ先 第一三共株式会社

メール

096-322-4010
murata.ikuhiro.gv@daiichisankyo.co.jp

熊本県医師会、熊本市医師会

K-STREAMデータ部会報告(18:30-19:00)(CC12,,,,,,,,,)(0.5単
位)

宇城総合病院リハビリテーション部理学
療法科

狩野栄樹

回復・維持期リハにおける活動、参加につなげるための取
り組み(19:10-20:10)(CC12,,,,,,,,,)(1単位)

熊本回生会病院5階回復期リハビリテー
ション病棟看護師他2名

吉田千秋他2名

熊本県内科医会学術講演会Diabetes＆Incretin Web Seminar in 熊本【Web講習会】
開催日 令和4年1月27日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 大日本住友製薬（株）

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・共催 熊本県内科医会 大日本住友製薬株式会社、日本イーライリ
リー株式会社
後 援

メール

070-3230-8356
kenji-yamakawa@ds-pharma.co.jp

熊本県医師会、熊本市医師会

チームで行う糖尿病治療～週1回GLP-1受容体作動薬を
活用する～(19:00-20:00)(CC15,,,,,,,,,)(1単位)

二田哲博クリニック【姪浜】院長

下野大

注射導入による治療強化の意義とGLP-1受容体作動薬導
入時の工夫点(20:00-20:30)(CC7,,,,,,,,,)(0.5単位)

もりの木クリニック理事長他4名

矢野まゆみ他4名

荒尾漢方勉強会【Web講習会】
開催日 令和4年1月27日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 （株）ツムラ

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

080-6744-9063

主催・共催 荒尾市医師会 荒尾市薬剤師会、荒尾漢方懇話会 株式会社ツ メール
ムラ
後 援

熊本県医師会

女性疾患の漢方医学的な考え方(19:0020:30)(CC83,,,,,,,,,)(1.5単位)

佐賀中部病院婦人科

野口光代

第18回総合診療グランドラウンド【Web講習会】
開催日 令和4年2月2日

開催時間 午後 6時30分

場 所 熊本県（Web講習会）
講習会単位
1
単位
主催・共催 地域医療・総合診療実践学寄附講座

後 援

問合せ先 熊大病院地域医療・総合診療実践学
寄附講座
TEL

096-373-5631

メール

熊本県医師会

事例から深める総合診療イギリスと日本の比較(18:3019:30)(CC5,,,,,,,,,)(1単位)

NTT東日本関東病院総合診療科兼国際
診療科部長

佐々江龍一郎

熊本県臨床整形外科医会教育研修講演会【Web講習会】
開催日 令和4年2月5日

開催時間 午後 6時00分

問合せ先 エーザイ（株）

場 所

ホテルキャッスル（会場での受講+Web講習会）クリスタルルーム
講習会単位
2
単位
主催・共催 熊本県臨床整形外科医会 エーザイ株式会社

後 援

TEL

090-7003-9406

メール

熊本県医師会、熊本市医師会

患者視点から関節リウマチ治療を再考する～何が望まれ、 大阪大学大学院医学系研究科運動器再
生医学共同研究講座特任講師
何ができるのか～(18:00-19:00)(CC61,,,,,,,,,)(1単位)

脊柱変形の治療計画-小児から成人まで-(19:0020:00)(CC59,,,,,,,,,)(1単位)

熊本大学病院整形外科特任准教授

蛯名耕介

藤本徹

熊本産科婦人科内視鏡研究会第5回WEB研修会【Web講習会】
開催日 令和4年2月7日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 科研製薬（株）

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1
単位

TEL

主催・共催 熊本産科婦人科内視鏡研究会 熊本産科婦人科学会 科研製
薬株式会社
後 援

メール

080-5983-1176
kitada_hiroki@kaken.co.jp

熊本県医師会

鏡視下骨盤リンパ節郭清を中心とした骨盤解剖と手術展
開(19:00-20:00)(CC7,,,,,,,,,)(1単位)

京都大学医学部婦人科学産科学教室助
教

砂田真澄

第3回熊本産婦人科桃李会【Web講習会】
開催日 令和4年2月10日

開催時間 午後 7時00分

場 所 ホテル日航熊本（会場での受講+Web講習会）5階天草
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・共催 熊本産科婦人科学会 熊本産婦人科桃李会 GEヘルスケア・
ジャパン株式会社
後 援

問合せ先 GEヘルスケア・ジャパン（株）
070-1597-7165

メール

熊本県医師会

妊娠初期に見逃してはいけない子宮内異所性妊娠：超音 熊本大学大学院生命科学研究部産婦人
波診断の留意点とその治療(19:00-19:30)(CC15,,,,,,,,,)(0.5単 科学講座講師
位)
超音波とハサミは使いよう！～そこちょっとずらすと見える
のに～(19:30-20:30)(CC71,,,,,,,,,)(1単位)

昭和大学医学部産婦人科学講座准教授

山口宗影

松岡隆

熊本県小児科医会学術講演会【Web講習会】
開催日 令和4年2月16日

開催時間 午後 7時20分

問合せ先 田辺三菱製薬株式会社

場 所

熊本県（Web講習会）
講習会単位
1
単位

TEL

主催・共催 熊本県小児科医会 田辺三菱製薬株式会社

後 援

096-351-2221

メール

熊本県医師会

最近の予防接種の話題-帯状疱疹と百日咳を中心に(19:30-20:30)(CC11,,,,,,,,,)(1単位)

名鉄病院予防接種センターセンター長

菊池均

第11回整形外科南部地区地域連携会
開催日 令和4年2月18日

開催時間 午後 6時50分

問合せ先 旭化成ファーマ（株）

場 所

ホテルメルパルク熊本2階白川
講習会単位
2
単位

TEL

主催・共催 整形外科南部地区地域連携会 旭化成ファーマ株式会社

後 援

096-383-8311

メール

熊本県医師会、熊本市医師会

血液透析患者の脊椎手術-安全に行うために-(19:0020:00)(CC7,,,,,,,,,)(1単位)

熊本中央病院整形外科脊椎外科部長

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 社会医療法人北九州病院北九州総合病
院副院長
鬆症リエゾンサービス(20:00-21:00)(CC77,,,,,,,,,)(1単位)

井上哲二

福田文雄

ピルの仕組みと応用～OC・LEPを正しく理解するために～【Web講習会】
開催日 令和4年2月24日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 熊本県保険医協会

場 所 熊本県（Web講習会）
講習会単位
1.5
単位

TEL

主催・共催 熊本県保険医協会

メール

後 援

096-385-3330

熊本県医師会

ピルの仕組みと応用～OC・LEPを正しく理解するために～
(19:00-20:30)(CC15,,,,,,,,,)(1.5単位)

熊本市民病院首席診療部長他1名

橋本洋一郎他1名

第41回熊本骨粗鬆症研究会
開催日 令和4年3月2日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 帝人ヘルスケア（株）

場 所

未定
講習会単位
1.5

TEL

単位

主催・共催 熊本骨粗鬆症研究会 帝人ヘルスケア株式会社

後 援

096-312-5512

メール

熊本県医師会、熊本市医師会

小児期の性腺機能低下症と骨密度について(19:0019:30)(CC72,,,,,,,,,)(0.5単位)

熊本大学病院小児科特任助教

永松扶紗

あらためて考える骨粗鬆症の評価(19:3020:30)(CC77,,,,,,,,,)(1単位)

国家公務員共済組合連合会浜の町病院
整形外科部長

馬渡太郎

DiaMond Seminar in 熊本～食事から始まる2型糖尿病治療～【Web講習会】
開催日 令和4年3月8日

開催時間 午後 7時00分

問合せ先 大日本住友製薬（株）

場 所

ホテルメルパルク熊本（会場での受講+Web講習会）3階根子岳
講習会単位
1.5
単位
主催・共催 熊本市南部地区糖尿病対策プロジェクト 大日本住友製薬株
式会社
後 援

TEL
メール

080-5319-8757
takeshi-suga@ds-pharma.co.jp

熊本県医師会、熊本市医師会

～患者への指導～(19:05-19:35)(CC73,,,,,,,,,)(0.5単位)

済生会熊本病院看護師他1名

井芹百合香他1名

あたらしい糖尿病の食事療法と薬物療法(19:4020:40)(CC76,,,,,,,,,)(1単位)

熊本県立大学環境共生学部臨床病態代
謝学教授

下田誠也

熊本県精神科協会学術講演会【Web講習会】
開催日 令和4年3月17日

開催時間 午後 6時00分

場 所 ザ・ニューホテル熊本（会場での受講+Web講習会）3階鳳凰の間
講習会単位
1.5
単位
主催・共催 熊本県精神科協会 ヤンセンファーマ株式会社

後 援

問合せ先 ヤンセンファーマ株式会社
TEL
メール

080-1102-9951
keto@its.jnj.com

熊本県医師会

20年先を見据えた精神科病院づくり～登りは体力 下りは
技術～(18:30-20:00)(CC12,,,,,,,,,)(1.5単位)

社会医療法人智徳会未来の風せいわ病
院理事長

智田文徳

