平成28年度日本医師会及び鹿児島県医師会生涯教育認定申請講座一覧表
（平成29年1月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

1月7日(土)

かかりつけ医認知症対応 認知症疾患医療センター症例報告
力向上
14：00～15：10
姶良地区医師会館 フォローアップ研修会
1月10日(火)
19：25～20：25

Drug effectを考慮した新たな循環器治療～臓器保護をいかに行うか～

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

栗野病院 認知症疾患医療センター 永田智行 先生 12 0.5

鹿児島県認知症疾患医療センター

松下病院 認知症疾患医療センター 吉牟田直孝 先生

13 0.5 1 姶良地区医師会

日本大学医学部 外科学系 心臓血管・呼吸器・総合外科学分野 講師 瀬在 明 先生

73 0.5

指宿内科医会

74 0.5 1 指宿医師会、指宿市薬剤師会

指宿内科医会学術講演会

第一三共

指宿医療センター地域医療研修センター

1月11日(水)
19：00～20：00

湿疹？蕁麻疹？？―鑑別すべき皮膚疾患―

鹿児島大学医学部 皮膚科学教室 教授 金蔵拓郎 先生

26

1

ヤンセンファーマ
1

第1回皮膚科病診・病病連携勉強会

ホテルさつき苑（鹿屋市）

医療事故調査制度に関す 知っておくべき医療事故調査制度の重要ポイント―成 小田原病院 理事長 小田原良治 先生
る研修会
立の経緯と医療事故の定義―
19：00～20：30
（鹿児島市医師会医療安
鹿児島市医師会館 全対策研修会）
1月13日(金)
第3回鹿児島肝代謝・病態研究会

城山観光ホテル
金久記念 鹿児島心身医療研究会

19：00～20：00

6 0.5 1.5
7 0.5

鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 特任講師 玉井 努 先生

73 0.5

日本人とは？―糖尿病とNAFLDの病態から考える

金沢大学大学院 医学系研究科 内分泌・代謝内科学分野 教授 篁 俊成 先生

75 0.5 1.5 EAファーマ

鹿児島肝代謝・病態研究会

82 0.5

青年期うつ病のレジリエンス 他

鹿児島女子短期大学 生活科学科 教授 胸元孝夫 先生 他

11 1.5

腸内細菌によるストレス応答・行動特性の制御

九州大学大学院医学研究院 心身医学 教授 須藤信行 先生

20 0.5 2 MSD

心房細動Webセミナー
高齢者AFのトータルケア

知っておきたいAF診療の新しい試み

川内ホテル

鹿児島心身医療研究会
後援：鹿児島市医師会

東京大学大学院 医学系研究科 循環器内科学
特任助教 藤生克仁 先生

42 0.5

第一三共

43 0.5 1 後援：川内市医師会

公立陶生病院 循環器内科 部長 長内宏之 先
生

1月17日(火)
19：00～20：00

鹿児島市医師会

※参加費：500円

鹿児島県市町村自治会館

1月16日(月)

2 0.5

非B非C肝癌の現状（仮）
※参加費：500円

1月14日(土)
17：45～20：45

不眠症の非薬物療法と薬物療法

鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 准教授 中村雅之 先生

20 0.5

姶良地区内科医会

69 0.5 1 姶良地区医師会

第457回姶良地区内科医会

エーザイ

かごしま空港ホテル（霧島市）

1月18日(水)
18：50～20：30

第235回南薩心臓疾患研
究同好会

循環器関係症例検討会

独立行政法人国立病院機構 指宿医療センター
院長 田中康博 先生

9 1.5

南薩心臓疾患研究同好会

1.5 南薩医師会
トーアエイヨー

松屋旅館（南さつま市）

1月18日(水)
19：00～20：45
鹿児島県医師会館

後援：鹿屋市医師会、曽於医師会
肝属郡医師会、肝属東部医師会

1月11日(水)

18：50～20：30

主催・共催者

平成28年度障害支援区分認定主治医研修会

障害支援区分に関する基本的な考え方について

鹿児島県保健福祉部 障害福祉課 自立支援係主幹・係長 池上成孝 氏

1 0.5

障害支援区分認定における医師意見書の役割

鹿児島県医師会 理事 石川 勉 先生

6 0.5 1.5

医師意見書の具体的な記載方法

鹿児島県医師会 常任理事 赤崎安隆 先生

13 0.5

鹿児島県医師会

平成28年度日本医師会及び鹿児島県医師会生涯教育認定申請講座一覧表
（平成29年1月分）
開催日時・会場
1月19日(木)
18：45～20：30

講習会名

19：00～20：30

講師

婦人科領域の画像診断における超音波診断の有用性 順天堂大学医学部附属浦安病院 病院長・産婦人
科 教授 吉田幸洋 先生
第37回出生前診断研究会 ―カラードプラー法・3Dエコーの活用法―

鹿児島県医師会館
1月19日(木)

演題等

第281回
医師の日勉強会

胸部X線写真の読影～読影の注意点・胸部CTとの対
比 自験例を中心に～
～再び～胃癌の診断

国立病院機構南九州病院 放射線科 医長 大熊
一彰 先生
南風病院 名誉院長 西俣寛人 先生

胃影会学術講演会

出生前診断研究会
1 鹿児島産科婦人科学会

15 0.5

姶良地区医師会

42 0.5 1.5
50 0.5

指宿医師会

52 0.5 1.5 EAファーマ
53 0.5

1月19日(木)

造血器腫瘍治療の進歩とプライマリーケア
鹿児島市内科医会学術講演会

城山観光ホテル

鹿児島大学大学院 附属難治ウイルス病態制御研 1 0.5
鹿児島市内科医会
究センター 血液・免疫疾患研究分野 教授 石塚
15 0.5 1 中外製薬
賢治 先生
後援：鹿児島市医師会

1月20日(金)

鹿児島大学大学院 リハビリテーション医学 助教・診療講師 緒方敦子 先生
平成28年度鹿児島県リハ 熊本地震災害に対する災害リハビリテーション活動報告
ビリテーション
18：30～20：00
回復期から生活期リハビリテーションのあり方と連携 東京湾岸リハビリテーション病院 院長 近藤国嗣 先生
鹿児島県医師会館 施設協議会第3回研修会 ※参加費：1,000円

18：45～20：00

1

シーメンスヘルスケア

指宿いわさきホテル

1月20日(金)

71

主催・共催者

46 0.5

1月19日(木)

19：00～20：40

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

※参加費：1,000円

姶良地区医師会館
19：00～20：30

CC

心房細動の最新治療～エドキサバンの有用性とアブ
日置市医師会学術講演会 レーションの進歩～

福岡山王病院 ハートリズムセンター長・国際医療
福祉大学大学院 教授 熊谷浩一郎 先生

13 0.5

鹿児島県リハビリテーション施設協議会

14 0.5 1.5
80 0.5
42 0.5

日置市医師会

43 0.5 1 第一三共

十八番館（日置市）
1月20日(金)
19：00～20：15

潰瘍性大腸炎における生物学的製剤の位置づけ
北薩IBDフォーラム

兵庫医科大学 炎症性腸疾患学 内科部門 助
教・上小鶴外科・胃腸科 上小鶴孝二 先生

53 0.5

田辺三菱製薬

54 0.5 1 後援：川内市医師会

ホテルオートリ（薩摩川内市）

1月20日(金)
19：20～20：30

造血器腫瘍治療の進歩とプライマリーケア
大島郡医師会学術講演会

鹿児島大学大学院 血液・膠原病内科学 教授
石塚賢治 先生

21 0.5

22 0.5 1 奄美薬剤師会

大島郡医師会館

アステラス製薬

1月21日(土)

「かかりつけ医」をもちましょう～かかりつけ医を持つこ 日本医師会 常任理事 羽鳥 裕 先生
鹿児島県医師会
「かかりつけ医」県民公開 とで病気の早期発見・早期治療につながります～
14：00～16：00
鹿児島県医師会館 講座
シンポジウム～かかりつけ医はお持ちですか？～
日本医師会 常任理事 羽鳥 裕 先生 他
1月22日(日)
19：00～20：30
姶良地区医師会館

大島郡医師会

自分で安心して暮らし続けるために～ICTがもたらす医 東郷医院 理事長 東郷清児 先生
医療・介護ネットワーク整 療と介護の連携革命～
備事業研修会

4

1

鹿児島県医師会

7 0.5 1.5 鹿児島県
南日本新聞社
4 0.5
13 0.5 1.5
81 0.5

姶良地区医師会

平成28年度日本医師会及び鹿児島県医師会生涯教育認定申請講座一覧表
（平成29年1月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

講師

1月23日(月)

情報共有支援ツールの活用の仕方について～身近な 鹿児島市在宅医療・介護連携検討会議 副委員
鹿児島市在宅医療と介護
事例を活用した情報共有フロー図と関連書類の紹介 長・鹿児島市在宅医会 会長 五反田満幸 先生
19：00～20：30
の連携検討会
～
他
鹿児島市医師会館
1月23日(月)
19：00～20：30

CKD外来診療の現状～鹿屋市CKDネットワーク発足に 池田病院 腎臓内科 部長・血液浄化センター長
屋 万栄 先生
Diabetes Symposium in Osumi よる変化～

ホテルさつき苑（鹿屋市）

OGMデータに基づいた糖尿病治療の新しい流れ～
DPP4阻害剤週1回製剤への期待～

1月24日(火)
18：30～20：00

東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科
准教授 西村理明 先生

レジリエンス・エンジニアリング～複雑系を前提としたシステミックアプローチ 大阪大学医学部附属病院 中央クオリティマネジメント部 教授・部長 中島和江 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

12 0.5
80 0.5
12 0.5

武田薬品工業

22 0.5 1.5

後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

73 0.5

肝属郡医師会、肝属東部医師会

1 0.5

鹿児島県医師会

7 0.5 1.5

平成28年度第1回医療安全対策研修会

10 0.5

1月24日(火)

42 0.5

川内市医師会学術講演会

鹿児島市医師会

13 0.5 1.5

鹿児島県医師会館
19：00～20：10

主催・共催者

川内市医師会

心房細動の最新治療～エドキサバンの有用性とアブ
レーションの進歩～

福岡山王病院 ハートリズムセンター長・国際医療
福祉大学大学院 教授 熊谷浩一郎 先生

薩摩川内市CKDネットワークへの取り組み

薩摩川内市 市民健康課 健康増進第1グループ長 保健師 大山祐子 氏

24 0.5

出水総合医療センター 腎臓内科 部長 吉嶺陽造 先生

73 0.5 1.5 出水郡薬剤師会

43 0.5 1 第一三共

ホテルオートリ（薩摩川内市）

1月26日(木)
18：50～20：30

出水郡医師会学術講演会 腎臓機能悪化で紹介された患者さんのその後

出水郡医師会

鶴丸会館（出水市）

CKD連携の現状と課題～CKD合併症への対応について～

鹿児島大学病院 腎臓・泌尿器センター 腎臓内科 助教 德永公紀 先生

76 0.5

中外製薬

1月26日(木)

地域包括ケア体制の構築における医療介護の連携について（仮）

慶應義塾大学 名誉教授 田中 滋 先生

12 0.5

鹿児島県医師会

19：00～20：30

13

鹿児島県医師会特別講演会

1 1.5

鹿児島県医師会館
1月26日(木)
19：00～20：30

第三回北薩認知症を考え
る会

ホテルオートリ（薩摩川内市）

1月27日(金)

19：15～22：00
ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島

薩摩川内市 高齢・介護福祉課 健康運動指導士
四元千波 氏

4 0.5
29

北薩認知症を考える会

1 1.5 武田薬品工業
後援：川内市医師会

明日から認知症診療を始めてみませんか！～実臨床 八千代病院認知症疾患医療センター センター長
に役立つアルツハイマー型認知症の診断と治療
川畑信也 先生

第11回出水・阿久根・長
島地区緩和ケア
19：00～20：30
鶴丸会館（出水市） 研究会学術講演会
1月27日(金)

認知症予防の取り組み

がんと向き合う～失敗から学んだマニュアル作成～
（仮）

北海道医療大学 名誉教授 石垣靖子 先生

※参加費：500円
ART妊娠の予後 他

第3回鹿児島市産婦人
当院における不妊治療戦略
科・泌尿器科連携研究会

鹿児島市立病院 産婦人科 三浦美沙 先生 他
木場公園クリニック 院長 吉田 淳 先生

3 0.5

出水郡医師会

69 0.5 1.5

出水・阿久根・長島地区緩和ケア研究会

81 0.5

久光製薬、協和発酵キリン

71 1.5

キッセイ薬品工業
1.5

後援：鹿児島市医師会産婦人科医会

鹿児島市医師会泌尿器科医会

平成28年度日本医師会及び鹿児島県医師会生涯教育認定申請講座一覧表
（平成29年1月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

1月27日(金)

伊佐市医師会学術講演会 肝疾患の現状と今後の課題（仮）
「第39回北薩肝疾患治療
18：45～20：00
大口グリーンホテル 懇話会」
1月27日(金)
19：00～20：20

認知症診療における骨粗鬆症治療の重要性～寝たきり認知症を防ぐために～

講師
鹿児島厚生連病院 内科統括部長 平峯靖也 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

18 0.5

主催・共催者
伊佐市医師会、伊佐市薬剤師会

27 0.5 1 北薩肝疾患治療懇話会
大日本住友製薬
大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 講師 吉岩あおい 先生

29 0.5

第一三共

77 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

プライマリケア医のための高齢者トータルケアセミナー

ソラリア西鉄ホテル鹿児島

1月27日(金)
19：00～20：30

ESD時代の胃癌の診断と治療

南風病院 消化器内科 部長 松田彰郎 先生

第514回姶良地区愛胃会

19：10～20：10

姶良地区愛胃会

21 0.5 1.5 姶良地区医師会

姶良地区医師会館
1月27日(金)

7 0.5

骨粗鬆症椎体骨折に対する地域連携～二次骨折予防の取り組み～

聖隷佐倉市民病院 院長補佐 小谷俊明 先生

51 0.5

EAファーマ

12 0.5

大島郡医師会

77 0.5 1 奄美薬剤師会

大島郡医師会学術講演会

大島郡医師会館

旭化成ファーマ

1月28日(土)
15：00～17：30

平成28年度認知症サポート医フォローアップ研修

鹿児島県医師会館
1月28日(土)
16：40～19：00

平成28年度鹿児島地区整形外科教育研修会

症例報告あり

鹿児島県保健福祉部 介護福祉課 地域包括ケア対策監 永山広子 氏

6 0.5

認知症施策について

徳之島町 地域包括支援センター 保健師 徳田美加子 氏

10 0.5

徳之島地区認知症施策の推進～初期集中支援チームの取組み（仮） 谷山病院 認知症疾患医療センター 副センター長 黒野明日嗣 先生

13 0.5

認知症初期集中支援事業における認知症サポート医の活動内容と役割（仮）

29

2.5

鹿児島県

1

下肢関節の機能再建：人工関節置換術を中心に

国際医療福祉大学 教授・国際医療福祉大学病院 整形外科 部長 眞島任史 先生

19 0.5

スポーツに伴う関節軟骨傷害の病態と治療

島根大学医学部 整形外科学教室 教授 内尾祐司 先生

57 0.5

城山観光ホテル

鹿児島県医師会

61 0.5

鹿児島市整形外科医会
2

鹿児島県整形外科医会
科研製薬

62 0.5
1月31日(火)
19：00～20：30

新時代を迎えたC型肝炎のDAA治療～耐性変異の成 埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科 教授
鹿児島県肝疾患診療連携 立機序とその対策～（仮）
持田 智 先生
講演会

12

1

MSD
1 後援：鹿児島市医師会

城山観光ホテル
1月31日(火)
19：40～20：40
姶良保健所

CKDの診断・治療とCKD予防ネットワークについて
姶良・伊佐地区CKD治療を考える会

～登録医（かかりつけ医）と腎臓診療医の役割～

鹿児島大学病院 腎臓・泌尿器センター 腎臓内科 助教 德永公紀 先生

24 0.5

姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部

64 0.5 1

姶良地区医師会、伊佐市医師会

中外製薬

