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28年8月分）

開催日時・会場

講習会名

8月4日(木)

演題等

講師

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

呼吸筋力低下を認めた皮膚筋炎に伴う間質性肺炎の一例 鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 亀之原佑介 先生 15

19：00～20：45 第45回鹿児島膠原病研
レンブラントホテル鹿児島 究会

小児silentループル腎炎における血清ｃ3値と腎組織型の関係

山口大学大学院 医学系研究科 医学専攻 小児科学講座 脇口宏之 先生

分子標的療法の導入による強皮症治療の新たな展開

日本医科大学大学院 医学研究科 アレルギー膠原病内科学分野 大学院教授 桑名正隆 先生

1

19 0.5

主催・共催者
鹿児島膠原病研究会

1.5

旭化成ファーマ

※参加費：500円
8月5日(金)

甲状腺ホルモン低下状態における下垂体FDG集積についての検討 鹿児島大学 放射線診断治療学分野 神宮司メグミ 先生 他

18：30～21：00
城山観光ホテル 第17回鹿児島甲状腺疾
患研究会

発熱、頸部痛を伴う甲状腺中毒症の診断に難渋した症例

鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科 久保 智 先生 他

甲状腺内埋没副甲状腺腫を伴ったdouble parathyroid
adenomaによる原発性副甲状腺機能亢進症の一例

鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学分野 助教 中条哲浩 先生 他

19

2

鹿児島甲状腺疾患研究会

鹿児島病理集談会

2

バセドウ病術後5年後に骨移転が判明し濾胞癌と診断された1例 西千石クリニック 院長 渋谷 寛 先生

甲状腺濾胞性腫瘍の細胞診断

あすか製薬
後援：鹿児島市医師会

慶應義塾大学病院 病理診断部 准教授 亀山香織 先生

※参加費：500円
8月9日(火)

ストレス反応に対する漢方治療について

鹿児島大学離島へき地医療人育成センター 漢方診療センター・心身医療科 特任助教 網谷真理恵 先生

19：00～20：30 第509回愛胃会

姶良地区医師会

69 0.5 1.5 姶良地区愛胃会

姶良地区医師会館

8月9日(火)

30 0.5

高齢者循環器疾患とフレイル―リハビリの可能性―

平成28年度鹿児島県リハ
19：00～20：00 ビリテーション施設協議会 ※参加費：1000円
第2回研修会

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 教授 大石 充 先生

83 0.5

ツムラ

73 0.5

鹿児島県リハビリテーション施設協議会

74 0.5 1

鹿児島県医師会館

8月10日(水)
18：50～20：20

川内市医師会学術講演会

エンパグリフロジンがもたらした糖尿病治療のパラダイム
シフトEMPA-REG OUTCOMEの真の意味について考え
る～SGLT2阻害薬700例の臨床経験を踏まえて～

イムス記念病院 糖尿病・腎不全・透析センター センター長 斉藤丈洋 先生

76

1

川内市医師会
1

ホテルオートリ（薩摩川内市）

8月17日(水)

日本イーライリリー、日本ベーリンガーインゲルハイム

閉塞性黄疸の外科治療―中下部胆管癌を中心として― 鹿児島市医師会病院 外科 部長 石崎直樹 先生

鹿児島市内科医会8月例
主訴が心窩部痛の2症例
会CC（症例検討会）
鹿児島市医師会病院
特異な経過をたどった筋炎の2症例
19：00～20：30

川内薬剤師会

2 0.5

鹿児島市医師会病院 循環器内科 科長 藤田祥次 先生

10 0.5 1.5

鹿児島市医師会病院 神経内科 正ヶ峯啓太 先生

15 0.5

鹿児島市内科医会
後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

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28年8月分）

開催日時・会場

講習会名

8月18日(木)

第1回鹿児島市在宅医
19：00～20：30 療・介護従事者向け研修
会

演題等
地域包括ケアとリハビリテーション

講師
長崎リハビリテーション病院 理事長 栗原正紀 先生

指宿地区認知症研究会学
19：00～20：30 術講演会

第72回鹿児島県臨床外
17：00～18：00 科学会総会・医学会特別
講演会

鹿児島市医師会

80 0.5
認知症の人と家族が暮らしやすい地域をめざして～早期 鹿児島純心女子大学
診断・治療と切れ目のない支援体制構築の観点から～

看護栄養学部 看護学科 教授 八田冷子 氏

山川文化ホール
8月20日(土)

12 0.5

主催・共催者

13 0.5 1.5

鹿児島市医師会館

8月19日(金)

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

進行肝癌に対する肝臓外科医の挑戦

東京大学附属病院 肝胆膵外科 人工臓器・移植外科 教授 國土典宏 先生

12 0.5

指宿医師会、指宿地区認知症研究会

13 0.5 1.5

指宿市歯科医師会、指宿市薬剤師会

29 0.5

エーザイ

1

1

鹿児島県臨床外科学会
1

鹿児島県医師会館

8月23日(火)
18：30～20：30

第16回鹿児島急性血液
浄化研究会

高トリグリセリド血症による重症急性膵炎に対してLDLアフェレーシスを施行した1例 他

中央病院 臨床工学部 副主任 中原三佐誉 氏 他

Sepsis/AKI病態研究の進歩から急性血液浄化法の役割を考える

藤田保健衛生大学 医学部 臨床免疫制御医学講座 准教授 森山和広 先生

73 1.5

鹿児島急性血液浄化研究会

1.5 鳥居薬品

東急REIホテル（鹿児島市）

8月23日(火)

がん患者における静脈血栓症の治療―Onco-Cardiologyの役割― 大阪府立成人病センター 循環器内科 副部長 塩山 渉 先生

18：45～20：00 伊佐市医師会学術講演会

24 0.5

伊佐市医師会

62 0.5 1 伊佐市薬剤師会
バイエル薬品

大口グリーンホテル（伊佐市）

8月24日(水)
19：00～20：00

心房細動と腎機能障害～腎機能の意味するもの～
心房細動Webセミナー
高齢者AFのトータルケア

地域医療機能推進機構東京高輪病院 院長 木村健二郎 先生

73

1

第一三共
1 後援：川内市医師会

公益財団法人心臓血管研究所 所長 山下武志 先生

川内ホテル
8月25日(木)

鑑別診断を要するてんかんについて

田中脳神経外科クリニック 院長 田中滋也 先生 32

1

19：30～20：50 大隅地区学術講演会

鹿屋市医師会、曽於医師会

1

大塚製薬、ユーシービージャパン

ホテルさつき苑（鹿屋市）

8月26日(金)

肝属郡医師会、肝属東部医師会

石綿関連疾患について

19：00～21：00 指宿地区日医認定産業医 労働衛生関係法令
研修会
指宿医療センター

鹿児島大学大学院 衛生学・健康増進医学分野 教授 堀内正久 先生

6 0.5

鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 上園敏朗 先生

7 0.5
14 0.5
45 0.5

鹿児島県医師会
2

指宿医師会
鹿児島産業保健総合支援センター

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28年8月分）

開催日時・会場

講習会名

8月26日(金)

演題等
2型糖尿病を進行させない為に必要なこと（仮）

講師
坂出市立病院 糖尿病内科 部長 大工原裕之 先生

19：00～20：15 出水郡医師会学術講演会

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

23 0.5

主催・共催者
出水郡医師会

76 0.5 1 第一三共

鶴丸会館（出水市）

8月27日(土)
14：00～17：10

糖尿病とは？～もしあなたが糖尿病妊婦と出会ったら～ 日本看護協会 常任理事 福井トシ子 氏

76

1

第29回鹿児島県母性衛
生学会

鹿児島県母性衛生学会
1

鹿児島県医師会館

8月28日(日)

「竹馬」利用から見た両麻痺児の歩容改善 他

13：00～17：10
鹿児島大学医学部 第30回鹿児島県小児保

健学会

8月29日(月)
19：15～21：00

厚地脳神経外科病院 リハビリテーション部 中瀬登貴子 氏 他

5 0.5

ドラベ症候群をもつ児への発達を視野に入れた痙攣予防への取り組み 他 鹿児島こども訪問看護ステーション 坂本ユリエ 氏 他

12 0.5

鹿児島県小児保健協会

障害者等に対する日帰り麻酔下での歯科治療 他

おく小児矯正歯科 院長 奥 猛志 先生 他 13 0.5

行動療法による抜毛症の治療 他

NPO法人こころのサポートアミ・武井内科クリニック 園田順一 氏 他

69

1

障害者差別解消法について 他

鹿児島県保健福祉部 障害福祉課 池上成孝 氏 他

72

1

発達障害児が思春期に遭遇する諸問題

鹿児島県中央児童相談所 精神科医 吉田 厳 先生

糖尿病性腎症患者の低血糖と食後高血糖

大阪市立大学 代謝内分泌病態内科学 教授 稲葉雅章 先生

13 0.5

田辺三菱製薬

糖尿病性腎症第4期から透析導入までの管理～タンパク
質摂取量制限と血糖降下薬治療の工夫～

大阪市立大学 代謝内分泌病態内科学 教授 稲葉雅章 先生

73

第一三共

鹿児島県医師会館 糖尿病アカデミー2016in

鹿児島
～腎と糖尿病を考える～

3.5

1

上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生

1.5

後援：鹿児島市医師会

南風病院 内科 主任部長 中﨑満浩 先生
上山病院 院長 上山逹典 先生
鹿児島大学病院 腎臓内科 助教 德永公紀 先生

8月30日(火)

大隅地区臨床整形外科医
地域における災害医療のあり方～災害時の病院の役割
17：30～19：30 会
と安全確保について～
学術講演会
恒心会おぐら病院

神戸学院大学 現代社会学部 教授 中田敬司 氏

7 0.5

大隅地区臨床整形外科医会

12 0.5 1.5 恒心会おぐら病院
14 0.5

