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11月分）
開催日時・会場

講習会名

11月2日(水)

自賠責保険損害調査の仕組み

自賠責保険研修会
18：30～20：00
鹿児島県医師会館
11月2日(水)
18：45～20：40

平成28年度鹿児島市域
精神疾患
医療連携体制講習会

鹿児島市医師会館
11月2日(水)
19：00～20：30

演題等

交通事故診療への対応/任意一括の問題点
鹿児島市立病院における精神科と救命救急センター
での自殺企図例対応を中心とした連携
鹿児島市医師会病院における地域包括病棟での老年
期精神障害を対象とした精神科連携
鹿児島大学病院におけるハイリスク妊娠・分娩管理や
産褥期精神障害を中心とした精神科と産婦人科との
連携
熊本地震を経験して見えてきた課題

学術講演会

講師
損害保険料率算出機構 鹿児島自賠責損害調査
事務所 所長 日髙康雄 氏
兵庫県医師会 理事 山下仁司 先生

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

4 0.5

主催・共催者
鹿児島県医師会

6 0.5 1.5 日本損害保険協会
7 0.5
損害保険料率算出機構

鹿児島市立病院 精神科 部長 畑 幸宏 先生

29 0.5

鹿児島市医師会

鹿児島市医師会病院 診療部長 大迫政彦 先生

68 0.5 1.5 大塚製薬

鹿児島大学病院 メンタルケアセンター 神経科精
71 0.5
神科 講師 春日井基文 先生
MSD
国家公務員共済組合連合会 熊本中央病院 内分 13 0.5
泌代謝科 部長 西田健朗 先生
14 0.5 1 後援：川内市医師会

すこやかふれあいプラザ・川内保健センター

11月2日(水)
19：00～20：30

間質性肺炎の診断と治療

牧瀬内科クリニック 院長 牧瀬洋一 先生

大隅間質性肺炎学術講演会

45 0.5
塩野義製薬
46 0.5 1 後援：鹿屋市医師会

ホテルさつき苑（鹿屋市）

11月4日(金)
18：30～19：30

ダヴィンチの登場により大きく変わる外科手術：婦人科医の立場から 鹿児島大学 生殖病態生理学 教授 小林裕明 先生

秋季医学会

2 0.5
枕崎市医師会
7 0.5 1

枕崎ステーションホテル

11月4日(金)
18：45～21：00
鹿屋市中央公民館
11月4日(金)
19：00～20：30
かのや大黒グランドホテル

11月5日(土)
18：30～20：20
城山観光ホテル
11月7日(月)
19：10～20：10
指宿商工会議所
11月9日(水)
19：00～20：00
ホテルセントコスモ（鹿児島市）

第23回鹿屋肝属地区の 脳卒中治療と地域連携
脳卒中医療の現状を語る
会
※参加費：200円
大隅地区学術講演会
「抗凝固療法を考える会
2016」

国立病院機構鹿児島医療センター 脳血管内科
医長 松岡秀樹 先生

脳梗塞再生医療がもたらす心原性脳塞栓症治療の“次の一手” 札幌医科大学 神経再生医療科 中﨑公仁 先生

鹿屋肝属地区の脳卒中を考える会
30 0.5
34 0.5 1 第一三共

鹿屋市医師会、曽於医師会
32 0.5
63 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
日本ベーリンガーインゲルハイム

感染を契機に重篤な肺高血圧症を合併したDown症候 鹿児島大学病院 小児診療センター 関 俊二 先生 他
群の乳児例 他
第4回
心臓画像クリニック飯田橋 診療部長 石川友一 先生
鹿児島肺高血圧症研究会 心臓MRIの使い方と肺高血圧への応用
※参加費：500円
SGLT2阻害薬の使用経験について
上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生
指宿医師会生涯教育講座

43 0.5

鹿児島肺高血圧症研究会

45 0.5 1.5 アクテリオンファーマシューティカルズジャパン
73 0.5
後援：鹿児島市医師会
76 1
指宿医師会
1 指宿市歯科医師会、指宿市薬剤師会
日本イーライリリー、日本ベーリンガーインゲルハイム

鹿児島市小児科医会学術講演会

アトピー性皮膚炎の予防・治療と食物アレルギー・アレ 国立成育医療研究センター 生体防御系内科部ア
ルギーマーチの阻止
レルギー 大矢幸弘 先生

26

1

鹿児島市小児科医会
1 マルホ

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11月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

当院における胃がん手術の現状～術後合併症を中心に～ 他
11月9日(水)
鹿児島県消化器病学術講演会 術前化学療法の現況と展望
19：00～20：30
城山観光ホテル
11月10日(木)
偏差値60点を目指したstep-up降圧療法
Hypertension Up-To-Date2016
19：00～20：30
鹿児島県医師会館
11月11日(金)
VURの診療：小児膀胱尿管逆流（VUR)診療手引き
第15回鹿児島小児腎疾患研究会 2016とMy opinion
18：20～20：00
第12川北ビルBOIS鹿児島
※参加費：1,000円
11月11日(金)
在宅での多職種連携と看取り(ターミナルケア）につい
第2回鹿児島市在宅医
療・介護従事者向け研修 て―年間152名在宅看取りの現場から―
19：00～20：30
鹿児島市医師会館 会

11月11日(金)
19：00～20：10

65歳以上の糖尿病治療について
第289回南薩内科医会

講師
今村病院分院 消化器外科 部長 柳田茂寛 先生 他

国立がん研究センター中央病院 胃外科 深川剛
生 先生
大西内科ハートクリニック 院長 大西勝也 先生

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

15
25
52
74
82

0.5
科研製薬
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
0.5
0.5
第一三共
0.5 1 後援：鹿児島市医師会

宮城県立こども病院 泌尿器科 科長 坂井清英
先生

65

やまおか在宅クリニック 院長 山岡憲夫 先生

12 0.5
鹿児島市医師会
13 0.5 1.5
80 0.5
76 1
南薩内科医会
1 日本ベーリンガーインゲルハイム

鹿児島大学大学院 人間環境学講座 糖尿病・内
分泌内科学 助教 出口尚寿 先生

1

鹿児島小児腎疾患研究会

1 旭化成ファーマ

後援：南薩医師会

松屋旅館（南さつま市）

11月11日(金)

当院における内視鏡治療の現状

出水郡医師会学術講演会 上部消化管疾患診療の新たな潮流
19：00～20：40
鶴丸会館（出水市）

11月11日(金)
19：15～20：30
ホテル京セラ（霧島市）

11月12日(土)
19：00～20：00
城山観光ホテル
11月14日(月)
19：00～20：30
かごしま空港ホテル（霧島市）

主催・共催者

抗凝固療法医療連携
カンファレンス 霧島・姶
良
第182回鹿児島県皮膚科
医部会学術講演会

抗凝固療法を支えるもの

出水総合医療センター 消化器内科 部長 軸屋
賢一 先生
出水総合医療センター 副院長 藤田 浩 先生
帝京大学医学部附属溝口病院 第四内科 教授
村川裕二 先生

ニキビ治療の最新ノウハウ～比べてわかる患者指導のコツ～ 野村皮膚科医院 院長 野村有子 先生

糖尿病治療を継続するための対話―糖尿病コーチング タイプ分け―

第455回姶良地区内科医会

佐世保中央病院 糖尿病センター長 松本一成 先生

9 0.5

出水郡医師会

50 0.5 1.5 出水郡薬剤師会
武田薬品工業、大塚製薬
54 0.5
12 0.5

姶良地区医師会

63 0.5 1 バイエル薬品
70 0.5
鹿児島県皮膚科医部会
82 0.5 1 マルホ
4 0.5
10 0.5
1.5
76 0.5

姶良地区内科医会、姶良地区医師会
姶良地区糖尿病医療連携協議会、姶良地区歯科医師会

姶良地区薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会
日本イーライリリー、日本ベーリンガーインゲルハイム

鹿児島大学大学院 離島へき地医療人育成セン
23 0.5
鹿児島市医師会
ター 特任助教 菊池 晃 先生
第9回糖尿病医療連携体
主治医が行うワンポイントレッスン～炭水化物の量から減塩まで～ 上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生 76 0.5 1.5 MSD
18：45～20：30
制講習会
今給黎総合病院 糖尿病内科 部長 盛満慎吾 先生 82 0.5
鹿児島県医師会館
糖尿病患者のアルコール、喫煙指導
11月15日(火)

糖尿病治療の選択肢～新しい血糖コントロール目標を踏まえて～

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11月分）
開催日時・会場

講習会名

11月15日(火)

演題等
酸関連疾患への新たな戦略～治療から再発抑制まで～

指宿医師会生涯教育講座
19：00～20：00
指宿いわさきホテル
11月15日(火)
心房細動の最新治療～エドキサバンの有用性とアブ
高齢者の抗血栓療法を考 レーションの進歩～
19：00～20：10
える会

講師

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

主催・共催者

洛和会音羽病院 副院長・消化器病センター 所長
51 0.5
指宿医師会
蘆田 潔 先生
53 0.5 1 指宿市歯科医師会、指宿市薬剤師会
武田薬品工業、大塚製薬
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

43 0.5
姶良地区医師会
45 0.5 1 第一三共

ホテル京セラ（霧島市）

11月15日(火)
19：00～20：30
大口グリーンホテル（伊佐市）

11月15日(火)
19：00～20：40

伊佐市医師会
冬に流行する感染症対策～ノロウイルス・インフルエン 鹿児島県立北薩病院 感染管理認定看護師 山之 28 0.5
内聡子 氏
伊佐市医師会学術講演会 ザの予防と対策を中心に～
46 0.5 1 伊佐市薬剤師会
杏林製薬
熊本地震における日本医師会災害派遣チーム
川内市医師会立市民病院 川上雅之 先生 他
13 0.5
川内市医師会
（JMAT）としての宇土地区医師会支援活動について
第69回川内市医師会医学会 他
14 0.5 1

ホテルオートリ（薩摩川内市）

11月16日(水)
18：45～20：30

左脚ブロックの1症例について
第234回南薩心臓疾患研
最新の不整脈治療～バルーンによる心房細動アブ
究同好会
レーション、リード抜去等～
松屋旅館（南さつま市）
11月16日(水)
19：00～20：30
鹿児島県医師会館
11月16日(水)
19：00～20：30
城山観光ホテル
11月16日(水)
19：15～20：30

平成28年度
主治医意見書研修会

第230回三水会

鹿児島市医師会
泌尿器科医会学術講演会

鹿児島県立薩南病院 名誉院長 古川重治 先生

南薩心臓疾患研究同好会
45 1
国立病院機構鹿児島医療センター 第二循環器科 61 0.5 1.5 南薩医師会
医長 田上和幸 先生
第一三共
主治医意見書における口腔内のチェックポイント 他 鹿児島県歯科医師会 理事 福原和人 先生 他
1 0.5
鹿児島県医師会
主治医意見書の充実のために～事例から学ぶ記載方法～ 鹿児島県医師会 常任理事 赤崎安隆 先生
12 0.5 1.5 鹿児島県
主治医意見書の書き方
鹿児島県医師会 常任理事 林 芳郎 先生
13 0.5
胎児シャント術を行なった一症例
鹿児島市立病院 産婦人科 庄 隆成 先生
71 0.5
三水会
深部子宮内膜症への腹腔鏡下手術と術後薬物療法 倉敷成人病センター 産婦人科 主任部長 太田啓明 先生 73 1 1.5 バイエル薬品
後援：鹿児島市医師会
川原腎・泌尿器科クリニック 院長 川原和也 先生 65 0.5
過活動膀胱治療剤の特徴と使い分け
ファイザー
0.5 後援：鹿児島市医師会泌尿器科医会

鹿児島東急REIホテル

11月17日(木)
18：45～20：30
鹿屋市医師会館
11月17日(木)
19：00～20：30
ホテル京セラ（霧島市）

下肢静脈血栓塞栓症の診断と治療
大隅地区学術講演会

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～
当院における消化器疾患治療について

姶良地区消化器セミナー 最近の酸関連疾患の考え方について

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助
教 窪薗琢郎 先生
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
霧島市立医師会医療センター 消化器科部長 肱
黒 薫 先生
霧島市立医師会医療センター 副院長 重田浩一
朗 先生

1

1

24 0.5 1.5

鹿屋市医師会、曽於医師会
肝属郡医師会、肝属東部医師会

第一三共
21 0.5

姶良地区医師会

50 0.5 1.5 武田薬品工業、大塚製薬
52 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11月分）
開催日時・会場
11月17日(木)
19：00～20：30

講習会名

認知症セミナーin南薩

演題等

講師

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

南さつま市総合福祉センターふれあい加世田

11月17日(木)
19：00～21：00

第265回鹿児島超音波医
学研究会秋季大会

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

4
7
29
73

主催・共催者

ウエルフェア九州病院、鹿児島県認知症疾患医療センター
0.5
0.5 1.5 武田薬品工業
後援：枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会
0.5
鹿児島超音波医学研究会
1.5
1.5 エーザイ

びまん性肝疾患の超音波診断“ここがポイント！”

日本大学病院 消化器内科 科長・超音波室長
小川眞広 先生

下肢静脈血栓塞栓症の診断と治療

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助
教 窪薗琢郎 先生

74 0.5
薩摩郡医師会
76 0.5 1 第一三共

虫による皮膚炎

兵庫医科大学 皮膚科 准教授 夏秋 優 先生

12 0.5
26 1 1.5

天陽会中央クリニック（鹿児島市）

11月18日(金)
19：00～20：00

薩摩郡医師会学術講演会

スリーウッドひかり別館（薩摩郡）

11月18日(金)
19：00～20：30
大島郡医師会館
11月18日(金)
19：00～20：30
姶良地区医師会

第9回地域医療シンポジウムin奄美

ヘリコバクター・ピロリ陰性時代の酸関連疾患を考える（仮） 済生会福岡総合病院 消化器内科 主任部長 吉

村大輔 先生

第512回愛胃会
平成28年度診療報酬改定後の動きについて
Diabetes Seminar 2016
in 鹿児島

合併症発症・進展阻止を見据えた糖尿病治療

田辺三菱製薬株式会社 九州支店 エリアマーケ
ティング部 推進課 菅原秀良 氏
滋賀医科大学内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内
科 教授 前川 聡 先生

11 0.5
姶良地区愛胃会
15 0.5 1.5 姶良地区医師会
第一三共、アストラゼネカ
52 0.5
9 0.5
10

田辺三菱製薬

1 1.5 第一三共

6

1

後援：鹿児島市医師会
鹿児島大学整形外科

12

1

エーザイ、大正富山医薬品、帝人ファーマ

鹿児島東急REIホテル

11月19日(土)
8：30～18：00
かごしま県民交流センター

医事紛争の概況と防止策―インフォームドコンセントとカルテ開示を中心に―

第132回西日本整形・災
害外科学会学術集会

これからの日本の将来像と、地域枠医学生（医師）の
キャリア形成
日常診療にみられるつじつまの合わない神経障害（慢
性疼痛・麻痺）の原因と治療
最新のエビデンスから考える骨粗鬆症治療薬の使い分け

11月20日(日)
8：30～18：00
かごしま県民交流センター

鹿児島県保健福祉部地域医療整備課
後援：鹿児島県医師会、大島郡医師会

11月18日(金)
19：00～20：30

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター

第132回西日本整形・災
害外科学会学術集会

11月21日(月)
平成28年度鹿児島大学
18：15～19：30
緩和ケア学術講演会
鹿児島大学医学部

民間病院の挑戦～補完型ドクターヘリの現状と未来～
民間病院の挑戦～Medical Tourismへの取り組み～
多彩な症状を呈する脊椎関節炎の包括的診療の重要性
変形性膝関節症における疼痛発生機序
難治性慢性腰痛症へのアプローチ～SNRIの位置づけ～

福元法律事務所 所長 弁護士 福元紳一 氏
鹿児島大学 地域医療学分野 鹿児島大学病院
地域医療支援センター 教授 大脇哲洋 先生
鹿児島大学大学院 神経病学講座 神経内科・老
年病学講座 教授 高嶋 博 先生
三重大学病院 整形外科 教授 須藤啓広 先生
米盛病院 副院長・救急部長 冨岡譲二 先生
米盛病院 理事長・院長 米盛公治 先生
埼玉医科大学病院 教授 門野夕峰 先生
横浜市立大学 整形外科 教授 齋藤知行 先生
浜松医科大学 整形外科 教授 松山幸弘 先生

周囲を見渡して患者・家族の支援を考える―がん医療 国立がん研究センター 精神腫瘍科長・精神腫瘍
におけるコミュニケーションの意義
学開発分野長 小川朝生 先生

3
63 0.5
77
10
14
59
60
61
4

第一三共、久光製薬、日本イーライリリー

0.5
0.5
鹿児島大学整形外科
エーザイ、大正富山医薬品、帝人ファーマ
0.5
1 3 第一三共、久光製薬、日本イーライリリー
0.5
0.5
鹿児島大学病院緩和ケアセンター
1
1 鹿児島県病院薬剤師会

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11月分）
開催日時・会場
11月21日(月)
19：30～21：00

講習会名

演題等

マルチターゲット効果を有するトファシチニブを臨床で
トファシチニブを考える会 どの様に使用するか？

講師

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

主催・共催者

佐世保中央病院 リウマチ・膠原病センター 臨床
研修・研究統括部長 植木幸孝 先生

武田薬品工業、ファイザー
10 0.5
19 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

昭和大学医学部 内科学講座 神経内科学部門
教授 小野賢二郎 先生

15 0.5
鹿児島AD研究会
29 1 1.5 エーザイ

ベストウェスタンレンブラントホテル

11月22日(火)
19：00～20：45
城山観光ホテル
11月24日(木)
18：30～20：30

アルツハイマー型認知症の診断と治療
鹿児島AD研究会

透析患者のフットケア
南風病院 看護師長 徳田勝哉 氏
11
鹿児島透析合併症対策講
鹿児島市立病院 心臓血管外科 部長 牛島 孝 先生 73
透析患者の末梢動脈疾患
演会2016
昭和大学藤が丘病院 腎臓内科 准教授 小岩文彦 先生
鹿児島東急REIホテル
透析患者の心血管病対策：CKD-MBD管理の意義
ガイドラインと個別高血圧治療～医療者の役割とジレンマ～ ライフ・プランニング・クリニック 所長・日本大学 客員教授 久代登志男 先生 74
11月24日(木)
臨床医のための高血圧治
19：00～20：15
療セミナー

1
協和発酵キリン
1 2 後援：鹿児島県透析医会
1

第一三共
1 後援：川内市医師会

ホテルオートリ（薩摩川内市）

11月24日(木)
19：00～20：30

最近のパーキンソン病診療の進歩について
大隅地区学術講演会

藤元メディカルシステム 藤元総合病院 神経内科
部長・脳神経センター 副センター長 大窪隆一
先生

ホテルさつき苑（鹿屋市）

11月24日(木)
Dengue Infection in Taiwan
鹿児島県小児科医会
19：30～20：30
※同時翻訳予定
デング熱に関する講演会
鹿児島県医師会館
11月25日(金)
心不全の在宅治療―最後まで家で見るには―
第456回姶良地区内科医会
19：00～20：00

Professor Ching-Chuan Liu,MD,MPH Department
of Pediatrics,National Cheng Kung University
Hospital,Taiwan
東京女子医科大学 循環器内科 講師・ゆみの
ハートクリニック 院長 弓野 大 先生

かごしま空港ホテル（霧島市）

11月25日(金)
19：00～20：30
大島郡医師会館
11月25日(金)
19：00～20：45
鹿屋市医師会館
11月26日(土)
14：00～19：15
城山観光ホテル

パーキンソン病の治療について（仮）
大島郡医師会学術講演会

新門リハビリテーションクリニック 加世田 俊 先生

鹿屋市医師会、曽於医師会
49 0.5
62 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
エフピー
8 0.5
鹿児島県小児科医会
11 0.5 1 鹿児島県医師会

45 0.5
姶良地区内科医会
80 0.5 1 姶良地区医師会
第一三共
49 0.5
大島郡医師会
62 0.5 1 奄美薬剤師会
大塚製薬

慢性心不全患者におけるICTを利用した在宅体重管理 垂水市立医療センター 垂水中央病院 内科・循環
43 0.5
大隅循環器研究会
による医療支援サービスの有用性 他
器内科 毛利翔悟 先生 他
第25回大隅循環器研究会
1.5 大塚製薬
最新の大動脈外科治療―ステントグラフト導入による 光晴会病院 心臓血管外科 部長 蒲原啓司 先生 59 0.5
治療オプションの拡大―
80 0.5
不登校女児に対して箱庭療法を行い登校可能となった1例 他 桜ヶ丘病院 臨床心理士 安藤充止 氏 他
5 1
鹿児島精神神経学会
鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 有村尚也 先生 他 10 0.5
髄液検査が鑑別に有用であった認知症の一例 他
エーザイ
第95回鹿児島精神神経学会 うつ病と診断されていた特発性大脳基底核石灰化症の一例 他 鹿児島大学 総合臨床研修センター 竹元美沙紀 先生 他 29 0.5 4
うつ病発症の脆弱性とレジリアンス
70 1
東京医科大学 精神医学分野 主任教授 井上 猛 先生
※参加費：500円
73 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11月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

11月26日(土)
かかりつけ医の役割
14：00～18：00
診断と治療
鹿児島市医師会館 平成28年度第2回かかり 連携と制度
つけ医認知症対応力向上
研修

11月28日(月)
19：15～20：30

講師

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

吉野東ホームクリニック 院長 桶谷 眞 先生
三州病院 副院長 内田将博 先生
高麗町クリニック 院長 下本地 優 先生

1
2
7
13
14
15
29
冠動脈疾患再発予防では、なぜ厳格な脂質管理が必要なのか？ 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 42
循環器疾患カンファレンス
教授 辻田賢一 先生
75
in姶良

主催・共催者

谷山病院認知症疾患医療センター
0.5
パールランド病院認知症疾患医療センター
0.5
0.5
0.5 3.5
0.5
0.5
0.5
0.5
姶良地区医師会
0.5 1 MSD

ホテル京セラ（霧島市）

11月29日(火)
18：50～20：30

脂質異常症合併糖尿病の病態と治療
大隅地区糖尿病の病態を
糖尿病黄斑浮腫の病態と治療
考える会

ホテルさつき苑（鹿屋市）

11月29日(火)
19：20～20：30

霧島・姶良地区抗凝固療
法を考える会2016

鹿屋市医師会、曽於医師会
36 0.5
今村病院 糖尿病センター 眼科主任部長 土居範仁 先生 67 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
バイエル薬品、参天製薬
鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科 新中須 敦 先生

抗凝固療法の最近の知見（仮）

姶良地区医師会
九州大学病院 腎・高血圧・脳血管内科 黒田淳哉 43 0.5
先生
50 0.5 1 日本ベーリンガーインゲルハイム

高齢化を見据えた糖尿病治療について（仮）

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 教授
西尾善彦 先生

ホテル京セラ（霧島市）

11月30日(水)
種子島糖尿病セミナー
18：45～20：30
ホテルニュー種子島
11月30日(水)
南薩医師会後期医学会
19：00～20：00

76

1

熊毛地区医師会
1 熊毛地区内科医会
日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー

次期診療報酬改定について

鹿児島県医師会 副会長 野村秀洋 先生

9

1

南薩医師会
1

松屋旅館（南さつま市）

11月30日(水)
19：00～20：30
国保水俣市立総合医療センター

11月30日(水)
19：00～20：10
川内ホテル

第4回「水俣病の治療向
上に関する検討班」講演
会

MEGセンターの取り組みについて
バクロフェンポンプ植え込みによる痙縮の治療

当院でのボノプラザン治療の現状について～逆食治
北薩消化器疾患研究会（仮） 療は寛解の時代に！?～（仮）

国立水俣病総合研究センター
62 0.5
73 0.5 1.5 出水郡医師会
熊本託麻台リハビリテーション病院 脳神経外科
ペインクリニック外科部長 後藤真一 先生
78 0.5
水俣市芦北郡医師会
大塚製薬
国家公務員共済組合連合会 新別府病院 消化器 52 1
内科 部長 後藤康彦 先生
1 武田薬品工業
後援：川内市医師会

国立水俣病総合研究センター 総合臨床室長 中村政明 先生

