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12月分）
開催日時・会場

講習会名

12月1日(木)
14：00～16：00

演題等
地域につなげる医科歯科連携について

講師
指宿医師会 副会長・宮薗病院 院長 宮薗尊仁 先生 他

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

13

2

鹿児島県南薩地域振興局保健福祉環境部

2

平成28年度南薩地域医科歯科合同研修会

ひまわり館（南九州市）

大血管合併症予防を目ざした糖尿病治療

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

76

1

大隅地区学術講演会

鹿屋市医師会、曽於医師会

1

12月2日(金)

頚動脈内膜剥離術の最近の話題
鹿屋地区内科医会学術講演会 心房細動の最新治療～高齢者の抗凝固療法～（仮）

徳田脳神経外科病院 副院長・診療部長 橋口昭人 先生

10 0.5

鹿屋地区内科医会

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 第二循環器科 医長 塗木徳人 先生

42 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

43 0.5

第一三共

73 0.5

大島郡医師会、奄美薬剤師会

鹿屋市医師会館
12月2日(金)
19：00～20：10

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～ 日本大学医学部 外科学系 心臓血管外科学分野 講師 瀬在 明 先生

74 0.5 1 第一三共

急性心不全を考える会in奄美

鹿児島県立大島病院

後援：鹿児島県立大島病院

12月3日(土)
18：00～20：00

職場健診におけるNT-proBNPの測定からみえてくる患者像と心血管リスク因子との関連

九州心不全診断フォーラム 慢性心不全の診断と治療Up to date（仮）

城山観光ホテル

バイオマーカーの活用と地域連携

12月5日(月)

平成28年度大規模災害
時健康危機管理
13：20～15：00
姶良地区医師会館 研修会

東日本大震災と熊本地震から学ぶ日本の災害医療

11 0.5

九州大学大学院 医学研究院 循環器内科学 教授 筒井裕之 先生

13 0.5 2 後援：鹿児島市医師会

久留米大学医療センター 副院長 甲斐久史 先生 他 73

米盛病院 副院長 冨岡譲二 先生
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

地域医療を担う医師をどう育成するか～島根での取り組みから～ 島根大学 地域医療支援学講座 教授 谷口栄作 先生
第30回鹿児島地域医療教育講演会

鹿児島大学医学部
出水郡医師会学術講演会

12月6日(火)
奄美病院研修センター

姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部

10 0.5 1.5 姶良地区医師会
5 0.5

伊佐市医師会
姶良地区医師会、姶良地区医療協議会

10 0.5 1.5

姶良地区歯科医師会、姶良地区薬剤師会

72 0.5

霧島市、姶良市、湧水町、姶良保健所

12 0.5

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

13 0.5 1.5

鹿児島県保健福祉部地域医療整備課

当院におけるアブレーション手術の一例

出水総合医療センター 循環器内科 則松賢次 先生

1 0.5

心房細動への挑戦～DOACの有用性とカテーテル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

8 0.5 1.5 出水郡薬剤師会

鶴丸会館（出水市）
19：00～20：30

8 0.5

80 0.5

12月6日(火)
18：45～20：30

ロシュ・ダイアグノスティックス

1

14 0.5

発達が凸凹なこどもたちに大人ができること
平成28年度
姶良地区医療協議会第1
19：00～20：40
ホテル京セラ（霧島市） 回研修会
12月6日(火)

佐賀大学医学部 循環器内科学 博士研究員 田中敦史 先生

大規模災害時における公衆衛生活動（DHEAT）について 姶良・伊佐地域振興局 保健福祉環境部 部長 揚松龍治 先生

12月5日(月)

18：00～19：30

肝属郡医師会、肝属東部医師会

MSD

かのや大黒グランドホテル

18：45～20：30

後援：枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会
枕崎市歯科医師会、指宿市歯科医師会、南薩歯科医師会

12月1日(木)
19：00～20：15

主催・共催者

認知症をどのように捉え、どのように治療・ケアを施すか（当院における取り組み） 荘記念病院 認知症疾患医療センター 院長・センター長 西脇知永 先生
かかりつけ医認知症対応力向上フォローアップ研修

出水郡医師会

43 0.5

日本ベーリンガーインゲルハイム

10 0.5

奄美病院認知症疾患医療センター

12 0.5 1.5 ノバルティスファーマ
29 0.5

後援：大島郡医師会、大島郡歯科医師会

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12月分）
開催日時・会場

講習会名

12月7日(水)
18：50～20：00

演題等

講師

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

慣性腰痛治療におけるデュロキセチンの使用経験（仮） 整形外科 玉里温泉クリニック 院長 鮫島浩司 先生 60

1

曽於医師会学術講演会

曽於医師会
1 曽於医師会立病院

曽於医師会立病院

日本イーライリリー

12月8日(木)
18：30～20：00

エピジェネティクスと現代人の体質学

熊本大学発生医学研究センター 発生制御部門細胞医学分野 教授 中尾光善 先生

1 0.5

南九州腫瘍研究会

15 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

南九州腫瘍研究会第27回学術集会

23 0.5

鶴陵会館（鹿児島市）

12月8日(木)
19：00～20：30

主催・共催者

一般演題2題あり

長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 先生

8 0.5

姶良地区医師会

28 0.5 1 第一三共

姶良地区感染症連携セミナー2016 呼吸器感染症の診断と治療戦略～インフルエンザを中心に～

かごしま空港ホテル（霧島市）

12月9日(金)
18：40～20：30

第11回鹿児島小児循環器研究会学術集会

15 0.5

フォンタン術後遠隔期の病態

国立循環器病研究センター病院 小児循環器科 大内秀雄 先生

72

1 1.5 日本血液製剤機構

自治医科大学 内科学講座 消化器内科学部門・富士フイルムメディカル国際光学医療講座 教授 大澤博之 先生

51

1

鹿児島小児循環器研究会

※参加費：500円

レンブラントホテル鹿児島

12月9日(金)
19：00～20：30

心房頻拍管理に難渋しているフォンタン術後成人例 他 鹿児島大学病院 小児科 二宮由美子 先生 他

広がるレーザー内視鏡の世界～上部消化管疾患におけるLCIおよびBLIの有用性～

鹿児島市内科医会学術講演会 下部消化管レーザー内視鏡の進化～“汎用性”と“精密性”両立への挑戦～ 佐賀大学医学部附属病院 光学医療診療部 助教 下田 良 先生

鹿児島市内科医会

53 0.5 1.5 富士フイルムメディカル

鹿児島市医師会館

後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

12月10日(土)
16：00～19：00
城山観光ホテル

第251回鹿児島眼科集談会

超高齢化社会における緑内障診療のポイント

松江赤十字病院 眼科部長 谷戸正樹 先生

1 0.5

硝子体手術用眼内染色剤BBGの効果 硝子体手術の現状と問題点

九州大学病院 眼科 講師 久冨智朗 先生

2 0.5

※参加費：3,000円

12月11日(日)

かかりつけ医の倫理
平成28年度日医かかりつ
14：00～17：10
生活習慣病
け医機能研修
鹿児島県医師会館 制度応用研修会第1回伝 かかりつけ医の摂食嚥下障害
達講習会
12月12日(月)
18：30～20：10

第18回出水地域脳卒中連携ネットワーク研究会

12月12日(月)
川内ホテル

1

7

1

2

1

鹿児島県医師会 常任理事 西俣寿人 先生

47 0.5

鹿児島県医師会 常任理事 鹿島直子 先生

49 0.5
82

日本アルコン

鹿児島県医師会
3

当院における脳卒中連携パスの発行状況について

出水総合医療センター 地域医療連携室 上原吉雄 氏

11 0.5

出水広域リハビリテーション支援センターとしての取り組みと課題

出水総合医療センター リハビリテーション技術科 理学療法士 川田竜郎 氏

12 0.5 1.5 大塚製薬

今聞きたい高齢者AFにおけるレートコントロール/リズムコントロール 近畿大学医学部附属病院 心臓血管センター 教授 栗田隆志 先生
心房細動Webセミナー高齢者AFのトータルケア

3

1

地域医療連携、脳卒中パスの運用に係る意見交換等 出水総合医療センター 地域医療連携室 上原吉雄 氏 13 0.5

出水総合医療センター

19：00～20：00

鹿児島県医師会 副会長 金子洋一 先生

4

鹿児島県眼科医会

東京医科大学 循環器内科学分野 准教授 里見和浩 先生

16 0.5

出水郡医師会広域医療センター、出水総合医療センター

後援：出水郡医師会
第一三共

43 0.5 1 後援：川内市医師会

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12月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

講師

12月14日(水)

アレルギー疾患のすべて
今村小児科アレルギー科 院長 今村直人 先生
平成28年度社保指導者
19：00～21：00
鹿児島県医師会 常任理事 鹿島直子 先生
講習会
鹿児島県医師会館 伝達講習会・保険診療研 「地域医療構想」「療養病床」について～厚労省の考え方～ 鹿児島県医師会 副会長 野村秀洋 先生
修会
12月14日(水)
19：00～20：30

GLP-1受容体作動薬とは

鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科 助教 橋口 裕 先生

ホテルオートリ（薩摩川内市）

19：00～20：30

6 0.5
16 0.5
26 0.5

主催・共催者
鹿児島県医師会

2

39 0.5
10 0.5

川内市医師会

63 0.5 1.5 川内薬剤師会

川内市医師会学術講演会

12月14日(水)

単
位
ｺｰﾄﾞ 単位 合
計

CC

長野県佐久地域の在宅医療の現状～佐久総合病院地域ケア活動の歴史を踏まえ～

JA長野厚生連 佐久総合病院 診療部長 北澤彰浩 先生

鹿児島市在宅医会研修会

82 0.5

大日本住友製薬、日本イーライリリー

12 0.5

鹿児島市在宅医会

80

1 1.5

鹿児島市医師会館
12月16日(金)

認知症患者に対する地域の資源を有効活用を考える

18：50～20：30

日本精神科病院協会 理事・大垣病院 理事長 田口真源 先生

―地域連携パス、ICT化、中山間部の支援などの私案―

※参加費：200円

宮之城文化センター（薩摩郡）

29 0.5

薩摩郡認知症研究会、薩摩郡医師会

74 0.5

エーザイ

75 0.5

後援：鹿児島県認知症疾患医療センター

1.5

第27回薩摩郡認知症研究会

鹿児島県介護支援専門員協議会川薩支部
川薩圏域地域リハビリテーション広域支援センター

宮之城地区栄養士会
鹿児島県看護協会川薩地区

12月16日(金)
19：00～20：30

周産期の母子メンタルヘルスと育児支援―地域での取組と医療機関との連携―

九州大学病院 特任教授 吉田敬子 先生

70 1.5

鹿児島県南薩地域振興局保健福祉環境部

1.5

平成28年度南薩圏域産後メンタルヘルス研修会

ひまわり館（南九州市）

12月17日(土)
14：00～17：10

後援：枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会

鹿児島県産婦人科医会

フレイル予防、高齢者総合的機能評価(CGA)・老年症候群 鹿児島県医師会 理事 本庄 茂 先生

かかりつけ医の在宅医療・緩和医療
平成28年度日医かかりつ
鹿児島県医師会館 け医機能研修
症例検討
制度応用研修会第2回伝
達講習会

10 0.5

鹿児島県医師会 常任理事 牧角寛郎 先生

12 0.5

鹿児島県医師会 常任理事 牧角寛郎 先生

19 0.5
73 0.5
80 0.5
81 0.5

鹿児島県医師会

3

