平成29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4月分）
開催日時・会場

講習会名

4月6日(木)
18：30～19：30 胃癌講演会
済生会川内病院
4月6日(木)
19：15～20：45 出水郡医師会学術講演会
鶴丸会館（出水市）
4月11日(火)
第3回鹿児島市便秘治
18：45～20：30
療学術講演会
城山観光ホテル
4月12日(水)
18：50～21：00
第10回鹿児島内分泌
腫瘍と疾患研究会
ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島リゾート

4月13日(木)
18：45～20：15

演題等
胃癌化学療法の最前線

神奈川県立がんセンター 消化器外科 部長 22
吉川貴己 先生
JCHO人吉医療センター 循環器科 部長 中村伸一 先生

伊佐市医師会学術講演会

新しい抗てんかん薬「ラコサミド」について
かかりつけ医に役立つ認知症診療の実際～併用療法の意義を考える～

4月14日(金)
メマンチンの副次的効果
第4回北薩認知症を考
19：00～20：40
認知症の診療～ご本人らしさを保つために～
える会
川内文化ホール
※参加費：500円
Rapid Response System(RRS)対応例における敗血症診断に関するqSOFAの有用性 他
4月15日(土)
18：00～20：00 第6回鹿児島救急・集
鹿児島東急REIホテル 中治療研究会
Neuro ICU：中枢神経指向型集中治療管理
※参加費：1,000円
MRIのアップグレードに伴うASL（非造影頭部灌流画像）の有用性について 他
4月18日(火)
第29回市民病院学術
当科でのEGFR遺伝子変異陽性肺癌の癌性髄膜炎の検討
17：30～18：40
発表会
先天性心疾患手術後にICU入室した患児の母親の思い～ICU入室中のケアに活かすための術前オリエンテーションのあり方～

1

主催・共催者

日本イーライリリー
1 後援：川内市医師会

0.5
出水郡医師会
0.5 1.5 出水郡薬剤師会
0.5
バイエル薬品
マイランEPD合同会社
1
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
2

鹿児島内分泌腫瘍と疾患研究会

ノバルティスファーマ
2

免疫チェックポイント阻害薬に伴う内分泌障害と 名古屋大学 総合保健体育科学センター 講
その対策（仮）
師・医学系研究科 糖尿病・内分泌内科学
岩間信太郎 先生
※参加費：1,000円

ホテル京セラ（霧島市）

川内市医師会立市民病院

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

ニボルマブ使用中に中枢性副腎皮質機能低下 鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科学 前 15
症をきたした1例 他
田聡子 先生 他

高血圧治療の新潮流（仮）

脳関連疾患研究会

CC

15
45
75
慢性腎臓病・透析患者における便秘とその対策 福岡赤十字病院 腎臓内科 部長 満生浩司 先生 54
「慢性便秘症診療ガイドライン」策定を見据えて 横浜市立大学大学院 医学研究科 肝胆膵 73
消化器病学 主任教授 中島 淳 先生
深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症について～
DOACの新たな可能性～

大口グリーンホテル

4月14日(金)
19：00～20：30

講師

73
74
82
田中脳神経外科クリニック 院長 田中滋也 先生 29
鳥取大学 医学部 保健学科 生命制御学 32
教授 浦上克哉 先生
35
宮之城病院 認知症疾患医療センター 野添聖一 先生 29
昭和大学藤が丘病院 脳神経内科 准教授 80
馬場康彦 先生

0.5
伊佐市医師会
0.5 1.5 伊佐市薬剤師会
0.5
武田薬品工業
0.5
姶良地区医師会
0.5 1.5 第一三共
0.5
北薩認知症を考える会
0.5
1 1.5 第一三共
後援：川内市医師会
鹿児島救急・集中治療研究会
鹿児島大学病院 救命救急センター 宮本昇太郎 先生 他
4 0.5
鹿児島大学病院 集中治療室 看護師 松元芽生 氏 15 1.5
日本血液製剤機構
2
日本大学 医学部 救急医学系救急集中治
療医学分野 主任教授 木下浩作 先生
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科
学 准教授 宮田昌明 先生

川内市医師会立市民病院 放射線科 山下大介 先生 他

川内市医師会立市民病院 呼吸器内科 末次隆行 先生

川内市医師会立市民病院
49 0.5
58 0.5 1 後援：川内市医師会

平成29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4月分）
開催日時・会場
4月18日(火)
18：45～20：15

講習会名

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

日常臨床における骨粗鬆症治療の実態～当科 森園病院 整形外科 部長 福元銀竜 先生 19
における治療戦略～
62
シーサイドガーデンさのさ
77
4月18日(火)
糖尿病治療医療連携について（仮）
鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 13
助教 出口尚寿 先生
19：00～20：15 第458回姶良地区内科医会
76
いちき串木野市医師
会
学術講演会

いちき串木野市医師会
0.5
0.5 1.5 いちき串木野市内科医会
0.5
第一三共
姶良地区内科医会、姶良地区医師会
0.5
0.5 1

かごしま空港ホテル（霧島市）

4月19日(水)
19：00～20：30
ホテルウェルビューかごしま（鹿児島市）

4月19日(水)
19：25～20：30

主催・共催者

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、アステラス製薬、MSD

胎児心拍数と胎児循環
鹿児島市立病院 産婦人科 上塘正人 先生 0 1
三水会
第232回三水会
産婦人科領域に役立つカラードップラーの使い方 鹿児島大学 医学部 保健学科 母性小児看護学講座 教授・鹿児島大学病院 女性診療センター・ 71 0.5 1.5 GEヘルスケア、キシヤ
鹿児島大学病院 漢方診療センター 副センター長 沖 利通 先生
後援：鹿児島市医師会
※参加費：1,000円
出水総合医療センター 副院長 藤田 浩 先生 52 0.5
消化性潰瘍診療の治療戦略
指宿医師会
指宿医師会生涯教育講座
53 0.5 1 指宿市薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会

指宿いわさきホテル

第一三共、アストラゼネカ

4月20日(木)
静脈血栓症治療の今昔～DOAC時代を迎えて～ 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 循 11 0.5
環器内科学 講師 池田聡司 先生
19：00～21：00
24 0.5
大隅地区学術講演会
2
鹿屋市医師会館
高齢者心房細動の最適な抗凝固療法を探る
虹が丘病院 循環器内科 副院長 迫 稔 先生 42 0.5
43 0.5
鹿児島医療センター 歯科口腔外科 医長 中村康典 先生 10 1
4月20日(木)
薬剤関連顎骨壊死と口腔管理
19：00～21：00 第5回西薩生活習慣病研究会 骨折の連鎖を断つ！～骨粗鬆症リエゾンサービスの小経験～ 平成会サンライズ酒井病院 整形外科部長 熊木光包 先生 19 1 2
ホテルオートリ（薩摩川内市）
※参加費：500円
4月20日(木)
高齢者心房細動のトータルケア
大阪医療センター 院長 是恒之宏 先生
24 0.5
高齢者の抗血栓療法
19：15～20：15
43 0.5 1
を考える会

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

西薩生活習慣病研究会

武田薬品工業
後援：川内市医師会、いちき串木野市医師会

姶良地区医師会
第一三共

ホテル京セラ（霧島市）

大隅緩和ケアネット
ワーク多施設合同
カンファレンス特別講
県民健康プラザ（鹿屋市） 演
4月21日(金)
第34回鹿児島高次脳
18：30～20：50
機能研究会
4月21日(金)
18：00～20：30

終末期がん患者さんの症状緩和のポイント
重篤な苦痛を救う最後の砦、それが緩和ケア
チーム～診断・治療の系統化サンプルの供覧
～

鹿屋市医師会、県民健康プラザ鹿屋医療センター
10 0.5
地域医療機能推進機構JCHO中京病院 緩和支持治療科部長・ 12 0.5 2 恒心会おぐら病院、鹿児島県病院薬剤師会
がん診療センター 副センター長 吉本鉄介 先生 81 1
鹿児島高次脳機能研究会
画像からみた高次脳機能障害の発現機序について 長尾病院 高次脳機能センター 田川皓一 先生 78 1
1
鶴陵会館（鹿児島市）
※参加費：1,000円
4月22日(土)
胆道閉鎖症：治療の現状と今後の課題
9 1
東北大学大学院 医学系研究科 小児外科
鹿児島小児外科研究
学分野 教授 仁尾正記 先生
1
13：30～14：30
会
鹿児島大学総合臨床研修センター
※参加費：1,000円

佐世保市総合医療センター 緩和ケア診療科長 冨安志郎 先生

鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野

平成29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4月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

4月22日(土)
病診連携で診たミトコンドリア心筋症の1例 他 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科
第3回桜ヶ丘循環器カ
学 助教 窪薗琢郎 先生 他
16：00～18：20
ンファレンス
急性心筋梗塞に対する緊急PCIの当院での現状 他 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科
鹿児島県医師会館
学 助教 内匠拓朗 先生 他

73
74

1
第一三共
1 2 後援：鹿児島市医師会

4月23日(日)
パネルディスカッションあり
鹿児島糖尿病メディカ
14：00～17：20
糖尿病療養指導士の役割
ルスタッフ連携セミ
鹿児島県医師会館 ナー
チーム医療での栄養士の関わり 他

7
10
76

鹿児島糖尿病療養指導士会
1
鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構
1
3
田辺三菱製薬、第一三共
1

天保山内科 看護師長 城下美枝子 氏
今村病院 管理栄養士 中薗智美 氏 他
当院における糖尿病患者さんと薬剤師の関わり 他 今村病院 薬剤部 鶴田絵里子 氏 他

当院の排泄ケアへの現状・取り組みについて～看護師の立場より～ 済生会川内病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 神薗由佳 氏
4月24日(月)
川内市医師会学術講
19：00～20：40
慢性便秘症の病態と新治療戦略―慢性便秘症 川崎医科大学 検査診断学（内視鏡・超音
演会
診療ガイドラインを踏まえて―
波） 准教授 眞部紀明 先生
川内ホテル
4月27日(木)
認知症認定看護師としての取組み
南風病院 看護部 主任 榎本さつき 氏
近畿大学 医学部 精神神経科学教室・リハ
18：45～20：30
認知症診療への関わり方
認知症セミナーin南薩
ビリテーション医学教室 講師 花田一志 先
ふれあい加世田
生

4月27日(木)
19：00～20：30
レンブラントホテル鹿児島

4月28日(金)
19：00～21：00
かごしま県民交流センター

慢性腎臓病患者の貧血管理～最新の鉄代謝理 金沢医科大学 名誉教授 友杉直久 先生
鹿児島県透析医療従 論を踏まえて～
事者セミナー2017

後援：鹿児島市医師会

10 0.5
川内市医師会
54 1 1.5 アステラス製薬
4 0.5
10 0.5 1.5
29 0.5
73

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

枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会

南薩薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会

第一三共
1
鹿児島県透析医会
1 鳥居薬品

鹿児島超音波医学研究会
第270回鹿児島超音波 胆道疾患における超音波検査の役割（腹部エ やまびこ医療福祉センター医療部 内科部長 内園 均 先生 73 1.5
コーでの胆道系疾患へのアプローチ）
医学研究会
1.5 エーザイ
第23回総会・春季大会 門脈ガス血症を伴った気腫性胆嚢炎の1例 他 谷山生協クリニック 井手雄大 先生 他

