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10月分）
開催日時・会場

講習会名

10月1日(土)
15：00～18：30 集中セミナー
「医療事故調制度と医療
城山観光ホテル 訴訟」

演題等

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

医療事故調報告の重要ポイント

2 0.5

医療事故調査制度の動向と今後

厚生労働省 医政局 総務課長 中村博治 先生

6 0.5

現場の医療を守る会の活動と医法協ガイドライン
医療事故調と医療訴訟：総括と今後の課題

平成28年度
発達が凸凹なこどもたちに大人ができること
姶良地区医療協議会第1
19：00～20：30 回研修会
ホテル京セラ（霧島市） H28.12.5（月）に変更
10月4日(火)

19：00～20：10

CC

日本医療法人協会 常務理事・医療安全調
査部会長・厚生労働省 医療事故調査制度
の施行に係る検討会 構成員 小田原良治
先生

医療事故と刑事裁判

10月5日(水)

講師

ダビガトランによる心房細動に伴う脳梗塞の予防と最近の話題

川内市医師会学術講演会

現場の医療を守る会 代表世話人・坂根Mク
リニック 院長 坂根みち子 先生
弁護士 後藤貞人 氏
日本医療法人協会 顧問・井上法律事務所
所長・弁護士 井上清成 氏
宮城県立こども病院 発達診療科長・医療技
術部門長 奈良隆寛 先生

鹿児島県病院厚生年金基金

2.5

7 0.5

鹿児島県医療法人協会

15 0.5
5 0.5

姶良地区医師会、姶良地区医療協議会

1.5

34 0.5
43 0.5

10月6日(木)
いちき串木野地区
19：00～21：00 日医認定産業医研修会

姶良地区歯科医師会、姶良地区薬剤師会

霧島市、姶良市、湧水町、姶良保健所

川内市医師会
1

川内薬剤師会
日本ベーリンガーインゲルハイム

ホテルオートリ（薩摩川内市）

10月5日(水)
19：00～20：30 胃影会学術講演会
指宿医師会館

日本医療法人協会

9 0.5

10 0.5
72 0.5
国立病院機構九州医療センター 脳血管・神
経内科 医長 桑城貴弘 先生

主催・共催者

大腸癌の最近の症例の検討

ストレスチェック後の医師面談について（専門研修）
ストレスチェック後の医師面談について（実地研修）

南風病院 消化器内科 部長 田代光太郎 先生 50 0.5

胃影会
53 0.5 1.5 指宿医師会
54 0.5
EAファーマ

鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草
野 健 先生
鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草
野 健 先生

10 0.5
19

1

70 0.5

いちき串木野市医師会立脳神経外科センター

鹿児島県医師会
2

いちき串木野市医師会
鹿児島産業保健総合支援センター

鹿児島大学病院 腎臓内科 助教 徳永公紀
24 0.5
姶良地区愛胃会
先生
第510回愛胃会
1
19：00～20：10
66 0.5
姶良地区医師会
姶良地区医師会館
大塚製薬
鹿児島大学病院 医療環境安全部 感染制
10月8日(土)
宇土市における感染対策JMATの活動 他
8 1.5
鹿児島ICTネットワーク
第25回
御部門 特例講師 川村英樹 先生 他
鹿児島ICTネットワーク学 クロストリジウム・ディフィシル感染症、知ってるつもりで、 国立感染症研究所 細菌第二部 加藤はる
1.5
18：00～20：10 術講演会
ミヤリサン製薬
知らないこと
先生
後援：鹿児島県医師会、鹿児島県看護協会
鹿児島県医師会館
※参加費：1,000円
藤元総合病院 在宅療養科診療科 部長 馬
10月8日(土)
当院の在宅医療における排便管理
54 1
マイランEPD合同会社
第2回鹿児島市便秘治療
見塚勝郎 先生
1
18：15～20：00 学術講演会
後援：鹿児島市医師会
10月7日(金)

多発性嚢胞腎（ADPKD）の病態と治療

サンロイヤルホテル（鹿児島市）

10月8日(土)
沖永良部島における眼科診療について
18：45～20：00 大島郡医師会学術講演会
海上ホテルビル（大島郡）

鹿児島大学病院 眼科 助教 山下敏史 先生 36 0.5
大島郡医師会
37 0.5 1

他

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10月分）
開催日時・会場

講習会名

10月8日(土)
鹿児島県皮膚科医部会
19：00～20：00
学術講演会

演題等
皮膚真菌症診療をめぐる今日的問題点

講師
金沢医科大学 皮膚科学 教授 望月 隆 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

9

1

主催・共催者

鹿児島県皮膚科医部会
1 科研製薬

鹿児島東急REIホテル

川内市医師会立市民病院 緩和ケア認定看
護師 松若元子 氏 他
第28回市民病院学術発表会
重症度、医療・看護必要度の評価のあり方～院内にお 川内市医師会立市民病院 副看護部長 長
17：30～19：00
川内市医師会立市民病院
ける評価の多職種協働の必要性～
井砂都美 氏
10月13日(木)
薩摩川内市における認知症初期集中支援チームの活動 市比野記念病院 院長 黒田 篤 先生
岡山大学病院 神経内科 講師 菱川 望 先生
18：45～20：30 大隅認知症研究会
超高齢化社会における認知症医療のあり方
10月12日(水)

訪問看護師へ医療用麻薬のアンケート調査 他

9 0.5
13 0.5

川内市医師会立市民病院

1

10 0.5
武田薬品工業
68 0.5 1 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

ホテルさつき苑（鹿屋市）

肝属郡医師会、肝属東部医師会

10月14日(金)
ひまわり館（南九州市）

後援：川内市医師会

これ以上骨折を増やさせない！！骨粗鬆症治療剤の最適な選択 ゆのもと記念病院 院長 津守伸浩 先生

77

1

南薩課題解決セミナー

19：00～20：20
上部消化管内視鏡検査の基本と当科における十二指腸
10月14日(金) 第14回
19：00～20：00 薩摩川内地区消化器疾患 腫瘍（腺腫・癌）の診断・治療について～十二指腸
ホテルオートリ（薩摩川内市） 研究会
EMR/ESD/LECSを含めて～
10月14日(金) 臨床医のための高齢者 生活習慣病を難しくする認知症との関わり方
19：00～20：30 Total Care Management エリア臨床医アンケートからの認知症・骨粗鬆症での診療・治療課題
ホテル京セラ（霧島市） Seminar
臨床腎臓内科医からみた高血圧症の病態と効果的治療
10月14日(金)
鹿児島市医師会勤務医会
～基礎から臨床まで～
19：00～20：30
総会及び研修会

南薩医師会
1 第一三共

鹿児島大学病院 消化器内科 助教 那須雄 21 0.5
第一三共
一郎 先生
50 0.5 1 アストラゼネカ
後援：川内市医師会
道ノ尾病院 副院長 芹田 巧 先生
29 0.5
姶良地区医師会
1
中川整形外科 中川 悟 先生
62 0.5
第一三共
道ノ尾病院 副院長 芹田 巧 先生
自治医科大学 内科学講座 腎臓内科学部
鹿児島市医師会勤務医会
73 0.5
門 主任教授 長田太助 先生
74 1 1.5

鹿児島市医師会館

10月15日(土)
14：00～19：15
大島郡医師会館 平成28年度
「かかりつけ医認知症対
応力向上研修会」

かかりつけ医の役割編
診断と治療編
連携と制度編
認知症施策の推進について

小児内分泌診療のための臨床遺伝学と臨床カウンセリ
第21回
ングの基礎知識
鹿児島県小児内分泌研究
18：30～20：30 会
※参加費：1,000円
城山観光ホテル
10月15日(土)

10月18日(火)
19：00～21：00
城山観光ホテル

妊娠中の胎児超音波検査：位置付けと推奨チェック項目
第229回三水会

10月19日(水)
18：45～20：30
大口グリーンホテル（伊佐市）

産婦人科診療と遺伝カウンセリング
※参加費：1,000円
医療連携から学ぶ、関節リウマチ診療の実際

伊佐市医師会学術講演会

奄美病院 桂 倫子 先生
大島保養院 難波理志 先生
厚生労働省 老健局 認知症施策推進室長
宮腰奏子 先生

1
4
6
12
13
15
29

大分大学 医学部 小児科学講座 教授 井
原健二 先生

72 0.5

メンタルクリニックマテリア 院長 原口泰法 先生

奄美病院認知症疾患医療センター
0.5
0.5
大島郡医師会
1
大島郡歯科医師会
0.5 4.5
1
0.5
0.5

73 0.5

鹿児島県小児内分泌研究会

1

ノボノルディスクファーマ

大分県立病院 副院長・総合周産期母子医
2 1
三水会
療センター 所長・産科部長 佐藤昌司 先生
2 日本新薬、GEヘルスケア・ジャパン
聖路加国際病院 女性総合診療部 医長 山 7 1
中美智子 先生
後援：鹿児島市医師会
吉玉リウマチ・内科クリニック 院長 吉玉珠
19 0.5
伊佐市医師会
美 先生
1.5
エーザイ、アッヴィ合同会社
61 0.5
63 0.5

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10月分）
開催日時・会場

講習会名

10月19日(水)
いちき串木野市医師会
18：45～20：15
学術講演会
シーサイドガーデンさのさ（いちき串木野市）
10月19日(水)

第49回
19：00～20：30 霧島・姶良肝臓フォーラム

演題等

講師

なぜ、私はワルファリンを使っているのか？

鹿屋ハートセンター 院長 新井英和 先生

C型慢性肝炎の完全治癒を目指して

久留米大学医学部 内科学講座 消化器内
科部門 准教授 井出達也 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

7 0.5
いちき串木野市医師会
73 0.5 1.5 いちき串木野市内科医会
78 0.5
第一三共
13 0.5
73 0.5

姶良地区医師会
1

ギリアド・サイエンシズ

ホテル京セラ（霧島市）

10月19日(水)
19：15～20：15

第453回姶良地区内科医会

慢性腎臓病に対する新たなる降圧治療戦略～ARBの腎 日本大学 腎臓高血圧内分泌内科 主任教
保護効果と降圧効果を再考する～
授 阿部雅紀 先生

24 0.5
74 0.5

姶良地区内科医会
1

かごしま空港ホテル（霧島市）

10月20日(木)
大隅地区学術講演会
19：00～20：15
鹿屋市医師会館
10月21日(金)
18：40～20：00 曽於医師会学術講演会

糖と脂質は水と油の関係か～糖尿病と脂質異常症から 宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸内
考える～
分泌代謝学分野 教授 中里雅光 先生

75 0.5
76 0.5

認知症に関する最新情報（仮）

厚地脳神経外科病院 理事長 厚地正道 先生

29

姶良地区医師会
第一三共
鹿屋市医師会、曽於医師会

1

肝属郡医師会、肝属東部医師会

バイエル薬品、MSD
1
曽於医師会
1 小野薬品工業

曽於医師会立病院

10月21日(金)

心理学的介入が必要であった重症喘息でオマリズマブが著功した1例 他

18：45～20：30 第26回小児アレルギー研究会 小児気管支喘息・診療に残された課題
ホテルセントコスモ（鹿児島市）

10月21日(金)

鹿児島日独協会
19：00～20：00 第196回例会

鹿児島小児アレルギー研究会
あおぞら小児科 院長 立元千帆 先生 他
5 0.5
福岡こども病院 アレルギー科・呼吸器科 手
79 1 1.5 杏林製薬
塚純一郎 先生

※参加費：500円
近代医療の祖 長与専斎：日本の医学・薬学史における
中外製薬株式会社 元取締役 西井易穂 氏
ヨーロッパ・ドイツと九州の関わり

1 0.5
6 0.5

鹿児島日独協会
1

鹿児島大学衛生学・健康増進医学

鹿児島東急REIホテル

10月21日(金)
大島郡医師会学術講演会

DPP4阻害薬の有用性と安全性～当院での使用経験を
含めて～

19：00～20：15
大島郡医師会館
10月21日(金)
知っておくべき抗血栓薬の出血マネジメント
心房細動Webセミナー
19：00～20：00
高齢者AFのトータルケア
川内ホテル
10月22日(土)

当科における周術期輸血の変化

第23回
鹿児島自己血輸血療法研 わが国における自己血輸血の現状と対策
13：30～16：45 究会
―自己血輸血における最近の話題を中心として―
鹿児島市医師会館
※参加費：1,000円
10月24日(月)
酸関連疾患の変遷と治療
18：50～20：00 第166回南薩胃腸疾患検討会
枕崎市医師会館
※参加費：1,000円

今村病院 院長 鎌田哲郎 先生

76 0.5
82 0.5

大島郡医師会
1

奄美薬剤師会
日本イーライリリー、日本ベーリンガーインゲルハイム

筑波大学附属病院 光学医療診療部 病院
教授 溝上裕士 先生

35

1

近畿大学医学部 堺病院整形外科 教授 菊
10
池 啓 先生

1

帝京大学 医学部 整形外科 脇本信博 先生 83

1

第一三共
1 後援：川内市医師会

国立循環器病研究センター 脳血管部門長 豊田一則 先生

かごしま高岡病院 副院長 松元 淳 先生

鹿児島自己血輸血療法研究会

2

自己血輸血医師看護師制度協議会

協和発酵キリン
52 0.5
南薩胃腸疾患検討会
53 0.5 1 枕崎市医師会
アストラゼネカ、第一三共

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10月分）
開催日時・会場

講習会名

10月24日(月)
19：00～20：30

演題等
メマンチンの臨床的意義

認知症カンファレンスin大隅

講師
鳥取大学 医学部 保健学科 生体制御学
教授 浦上克哉 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

29 0.5
69 0.5

第一三共
1

ホテルさつき苑（鹿屋市）

糖尿病患者の認知症 レビー小体型認知症の診断と治 若松記念病院 理事長 帖佐理子 先生
療―早期診断と臨床的課題―
横浜市立大学 保健管理センター 教授・セ
ンター長 小田原俊成 先生
霧島市立医師会医療センター 小児外科 部
小児外科臨床のすべて
長 連 利博 先生

姶良地区医師会館

医学生、研修医等をサ
離島医療はおもろいで！
ポートするための会 公開
18：00～19：45 講座
10月26日(水)

島根県隠岐郡西ノ島町 隠岐島前病院 院長
白石吉彦 先生

13 0.5
北薩認知症を考える会
68 1 1.5 エーザイ
後援：川内市医師会
19 0.5
姶良地区医師会
54 0.5 1.5
72 0.5
2 1.5

日本医師会、鹿児島県医師会

1.5

鹿児島県医師会館

10月27日(木)

六君子湯の臨床応用～緩和医療から健康長寿まで～
大隅地区学術講演会

10月28日(金)

乳房内重複癌の1例（仮）

18：30～20：40 第36回鹿児島乳癌研究会 HER2陰性の乳癌
※参加費：1,000円

レンブラントホテル鹿児島

10月28日(金)

多発性嚢胞腎（ADPKD)の診断と治療について（仮）
出水郡医師会学術講演会

鶴丸会館（出水市）

10月28日(金)

Dualknife Jを用いた治療困難例への挑戦
第69回鹿児島消化器病研究会

19：00～20：30
城山観光ホテル
10月28日(金)
出水地区
19：00～21：00
日医認定産業医研修会
出水郡医師会立第二病院
10月29日(土)
15：00～18：50 鹿児島緩和ケア・ネット
鹿児島県医師会館 ワーク第19回大会

ストレスチェック後の医師面談について（専門研修）
ストレスチェック後の医師面談について（実地研修）
患者・家族から学ぶ緩和ケア
高齢者の終末期ケア
※参加費：2,000円

鹿児島市医師会女性医師部会
後援：鹿児島県初期臨床研修連絡協議会

鹿児島大学大学院 社会・行動医学講座 心
身内科学分野 教授 乾 明夫 先生

2 0.5
15 0.5

ホテルさつき苑（鹿屋市）

18：45～20：30

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

10月25日(火)
第2回
19：00～20：30
北薩認知症を考える会
川内文化ホール
10月26日(水)
19：00～20：30 第72回学校医・園医会

18：45～20：15

主催・共催者

鹿屋市医師会、曽於医師会

1

肝属郡医師会、肝属東部医師会

ツムラ
鹿児島市立病院 乳腺外科 溝口資夫 先生 10 0.5
鹿児島乳癌研究会
京都大学大学院 医学研究科 乳腺外科学
15 1 1.5 アストラゼネカ
教授 戸井雅和 先生
後援：鹿児島市医師会
鹿児島大学病院 腎臓内科 助教 徳永公紀
53 0.5
出水郡医師会
先生
1.5
64 0.5
大塚製薬
74 0.5
慶應義塾大学医学部 腫瘍センター 低侵襲
9 0.5
鹿児島消化器病研究会
療法研究開発部門 教授 矢作直久 先生
1.5
21 0.5
EAファーマ
51 0.5
玉水会病院 心療内科 長友医継 先生
10 0.5
鹿児島県医師会
玉水会病院 心療内科 長友医継 先生
19 1 2 出水郡医師会
鹿児島産業保健総合支援センター
70 0.5
佐賀県医療センター好生館 がん相談支援セ
鹿児島緩和ケア・ネットワーク
2 0.5
ンター 副センター長 日浦あつ子 先生
4 1
鹿児島県医師会
みのかも西クリニック 院長 益田雄一郎 先生
3.5
15 0.5
19 0.5
81 1

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10月分）
開催日時・会場
10月30日(日)

講習会名

演題等

日本肝臓学会市民公開講 B型肝炎の最近の話題～ウィルス撲滅に向けて～ 他
座「肝がん撲滅運動」・
平成28年度鹿児島県肝
9：30～12：00
アルコールと臓器障害 他
疾患診療連携ネットワー
ク講演会（第2回研修会）
鹿児島県医師会館 合同開催

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

鹿児島大学病院 消化器内科 講師 森内昭
15 0.5
博 先生 他

日本肝臓学会、鹿児島大学病院肝疾患相談センター

鹿児島厚生連病院 内科統括部長 平峯靖
也 先生 他

73 0.5 1.5

鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

82 0.5

後援：鹿児島県、鹿児島県医師会

