平成30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30年10月分）
開催日時・会場
10月3日(水)
18：40～20：30
ホテルさつき苑(鹿屋市)

10月3日(水)
19：00～20：45

講習会名
第３回大隅地区CKD予
防ネットワーク講演会
第２回Strokeリアル
ワールドミーティング

演題等
鹿屋市CKD予防ネットワークについて 他

講師
鹿屋市役所 保険福祉部 健康保険課 主査 木元陽子 氏

糖尿病性腎臓病（CKD）対策と多職種連携～北九州の取り組み～ 小倉記念病院 腎臓内科 部長・副院長 金井英俊 先生

血栓回収療法Up to Date

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科 医長 今村博敏 先生

心房細動患者の脳梗塞予防におけるDOACの役割－現状と問題点－ 埼玉医科大学国際医療センター 神経内科 特任教授 棚橋紀夫 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

11
13
67
10
78

主催・共催者

0.5
鹿屋市医師会
0.5 1.5 協和発酵キリン
後援：鹿屋市CKD予防ネットワークプロジェクト会議
0.5
0.5
バイエル薬品
1 1.5 後援：鹿児島市医師会

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

10月4日(木)
18:50～20：40

東北大学病院 臨床腫瘍学分野 教授 石岡千加史 先生
進行再発大腸がんに対する新たな治療戦略
第25回鹿児島消化器
がん化学療法における認定看護師の役割(仮) 他 南風病院 がん化学療法認定看護師 新村みどり 氏 他
癌研究会
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)
※参加費：500円
鹿児島大学 脳神経外科 てんかんセンター長 花谷亮典 先生
10月5日(金)
新規抗てんかん薬時代のてんかん診療
脳卒中連携セミナーin
脳梗塞急性期治療の変化と抗凝固療法の医療連携 九州医療センター 副院長 岡田 靖 先生
18：50～20：30
奄美
大島郡医師会館(奄美市)

10月5日(金)
19：00～20：00
指宿医師会館(指宿市)

10月5日(金)
19：00～20：30

勤務環境の整備に関
する講習会

医師の働き方改革 勤務環境の改善について(仮) 日本医師会 副会長 今村 聡 先生

35 0.5
大島郡医師会
78 0.5 1 奄美薬剤師会
第一三共
6 1
指宿医師会
1

63
広がるオピオイドの選択肢～ヒドロモルフォンをどう位置付けるか？ 埼玉県立がんセンター 緩和ケア科 部長 余宮きのみ 先生 80
ホテル京セラ(霧島市)
81
鹿児島生協病院 循環器内科 常森将史 先生 24
10月10日(水)
当院における心不全治療の現状
谷山心不全カンファレ
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪薗琢郎 先生 45
19：15～21：00
ガイドラインから見た心不全の薬物治療
ンス
がん患者へのトータル
ケアセミナー

CAT（Cancer-associated thrombosis）vs.DOAC

鹿児島消化器癌研究会
10 0.5
12 1 1.5 大鵬薬品工業

長崎大学病院 循環器内科 病院准教授 池田聡司 先生

0.5
姶良地区医師会
0.5 1.5 第一三共
0.5
1
第一三共
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

奄美の里（鹿児島市）

10月11日(木)
19：00～20：30
鹿児島東急REIホテル(鹿児島市)

10月11日(木)
19：20～20：30

ブリストル・マイヤーズスクイブ
西内科・循環器科 院長 西 征二 先生
3 0.5
抗凝固療法を考える会 高齢者と心房細動(仮)
～抗凝固薬を継続投与 患者さんの未来を考えた抗凝固療法～心不全の観点から～(仮) 大西内科ハートクリニック 院長 大西勝也 先生 42 0.5 1 ファイザー
するためのポイント～
後援：鹿児島市医師会

第22回鹿児島「皮膚疾
患の治療を語る会」

HIV感染症・エイズの今

熊本大学エイズ学研究センター センター長 松下修三 先生

73

1

鹿児島皮膚疾患の治療を語る会

1 鳥居薬品

ホテル・レクストン鹿児島(鹿児島市)

10月12日(金)
18：45～20：30

冠動脈疾患の最近の話題
鹿屋地区内科医会学術講演会 末梢動脈疾患の現状と展望
鹿屋市医師会館（鹿屋市）
脳卒中の血管内治療について

県民健康プラザ鹿屋医療センター 循環器内科 部長 有川 亮 先生
池田病院 放射線科 部長・血管内治療センター センター長 宮川勝也 先生
池田病院 脳神経外科 部長・脳卒中センター センター長 富士川浩祥 先生

30 0.5
42 0.5 1.5
63 0.5

鹿屋市医師会、曽於医師会
肝属郡医師会、肝属東部医師会

鹿屋地区内科医会、第一三共

平成30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30年10月分）
開催日時・会場
10月12日(金)
19：00～20：15
大島郡医師会館(奄美市)

10月12日(金)
19：00～21：00
出水郡医師会立第二病院(出水市)

講習会名
大島郡医師会学術講
演会

10月13日(土)
16：30～18：00

平成30年度かかりつ
け医認知症対応力向
上研修

第26回鹿児島画像診断カンファレンス

ホテルマイステイズ（鹿児島市）

10月13日(土)
18：00～20：10
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

関節リウマチとその現状

講師
鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 診療講師 秋元正樹 先生

第29回鹿児島感染制御ネットワーク学術講演会

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

61

1

産業保健における最近のトピックス

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

かかりつけ医の役割
診断と治療
連携と制度

病院芳春苑 脇坂一正 先生
病院芳春苑 神田英介 先生
病院芳春苑 院長 橋口 渡 先生

直腸癌におけるＭＲＩの定量評価の有用性について

鹿児島大学大学院 放射線診断治療学 助教 熊谷雄一 先生

肝画像診断の進歩と治療への応用
※参加費：500円
手指衛生をどう進めるか
手指衛生遵守率向上に取り組むための秘訣
※参加費：1,000円

神戸大学大学院 医学研究科 内科系講座放射線医学分野 教授 村上卓道 先生

7
9
11
82
1
4
6
12
13
15
29
1

主催・共催者
大島郡医師会

1

出水地区日医認定産
業医研修会

10月13日(土)
14:00～18：00
曽於医師会立病院(曽於市)

演題等

奄美薬剤師会、鹿児島リウマチネットワーク

日本イーライリリー
鹿児島県医師会
出水郡医師会

0.5
0.5
2
0.5
0.5
病院芳春苑認知症疾患医療センター
0.5
0.5
曽於医師会
0.5
0.5 3.5
0.5
0.5
0.5
鹿児島画像診断カンファレンス
1.5
1.5 富士フイルムＲＩファーマ
後援：鹿児島市医師会

鹿児島大学病院 集中治療部 講師 新山修平 先生 他

8

2

鹿児島感染制御ネットワーク

鹿児島大学病院
2 テルモ

順天堂大学大学院 感染制御科学 教授 堀 賢 先生

後援：鹿児島県医師会、鹿児島県看護協会
鹿児島県病院薬剤師会、鹿児島県臨床検査技師会

10月15日(月)
19：00～20：40

Diabetes Seminar
2018 in 鹿児島

DPP4-I、SGLT2-I、BG併用の意義と注意点について いづろ今村病院 名誉院長 鎌田哲郎 先生 73
心血管不全予防に向けた最新の糖尿病治療戦略-心不全ガイドライン2017を踏まえて-

佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授 野出孝一 先生

手術室におけるコスト削減への取り組み 他

川内市医師会立市民病院 手術室 長倉周作 氏 他

田辺三菱製薬、第一三共
1
76 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

10月16日(火)
17：30～19：00

第32回川内市医師会立市民病院学術発表会 当院回復期リハビリテーション病棟における目標指向型退院支援カンファレンス 他

川内市医師会立市民病院 総合リハビリテーション部 柏川 誠 氏 他

川内市医師会立市民病院
10 0.5
13 0.5 1 後援：川内市医師会

川内市医師会立市民病院（薩摩川内市）

10月17日(水)
19：00～20：30
鹿児島市医師会館(鹿児島市)

鹿児島市医師会勤務
医会研修会

合併症予防を目指した糖尿病治療

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

鹿児島市医師会勤務医会
73 0.5
76 0.5 1 MSD

平成30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30年10月分）
開催日時・会場
10月17日(水)
19：20～21：00
鹿児島東急REIホテル(鹿児島市)

10月17日(水)
19：20～21：00
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

10月18日(木)
19：00～20：15

講習会名

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪田佳代子 先生 42 0.5
鹿児島県皮膚科医部会
鹿児島県皮膚科医部会学 膠原病に伴う肺高血圧症の診断と治療～鹿児島県の現状～
術講演会～膠原病に伴う 全身性強皮症の診断と治療～血管病変を中心に～ 群馬大学大学院 皮膚科学 准教授 茂木精一郎 先生 73 0.5 1 アクテリオンファーマシューティカルズジャパン
難治性病態を考える会～

第2回プライマリーケア みんなのためのてんかん診療
におけるてんかんセミ プライマリーケアにおけるてんかん診断と医療連携について
ナー

中村記念病院 神経内科 部長・てんかんセンター センター長 溝渕雅広 先生
鹿児島大学病院 脳神経外科 診療教授・てんかんセンター センター長 花谷亮典 先生

12 0.5
第一三共
35 0.5 1 ユーシービージャパン
後援：鹿児島市医師会

脳腫瘍にまつわる最近の話題～てんかんを含めて～ 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 吉本幸司 先生 32 0.5

大隅地区学術講演会

鹿屋市医師会、曽於医師会

33 0.5 1

鹿屋市医師会館(鹿屋市)

10月18日(木)
19：00～20：35

肝属郡医師会、肝属東部医師会
第一三共、ユーシービージャパン

脳梗塞後遺症としての高次機能障害：総論
第12回枕崎メディカルミーティング

枕崎観光ホテル岩戸（枕崎市）

10月18日(木)
19：00～21：00

主催・共催者

脳卒中急性期におけるせん妄と高次脳障害の対応～高次脳機能障害は、遅れて現れる？～

在宅生活における家族との繋がりと多職種連携～１年の経過とこれからについて～

前立腺肥大症をはじめとする下部尿路症状と血管内皮機能の関連

鹿児島市前立腺肥大
循環器内科医から見た夜間頻尿とは？
症カンファレンス

小原病院 院長 小原壮一 先生

10
小原病院 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 西 真枝 氏 32
サザンケアセンター 理学療法士 永田直樹 氏 49
福元クリニック 福元和彦 先生
65
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
67

0.5
枕崎市医師会
0.5 1.5 南薩薬剤師会
0.5
第一三共
0.5
日本新薬
1 1.5 後援：鹿児島市医師会

ホテル・レクストン鹿児島(鹿児島市)

10月19日(金)
19:00～20：20

慢性疼痛に対するオピオイド治療薬の活かし方 今林整形外科病院 整形外科 前原光佑 先生 60
鹿児島大学医学部 保健学科 教授 米 和德 先生
鹿児島市疼痛セミナー 運動器慢性疼痛の治療

1

ファイザー
1 後援：鹿児島市医師会

TKＰガーデンシティ鹿児島中央（鹿児島市）

10月19日(金)
19：00～20：30

認知症の人と家族の地域生活支援～認知症初期集中支援を通して～ 群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 教授 山口智晴 先生

※参加費：200円

宮之城文化センター(薩摩郡)

20 0.5
29 0.5
69 0.5

薩摩郡認知症研究会

薩摩郡認知症研究会
薩摩郡医師会
エーザイ
1.5

後援：鹿児島県認知症疾患医療センター
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

10月19日(金)
19：30～20：30
病院芳春苑(志布志市)

10月19日(金)
19：00～20：40
いちき串木野市医師会立脳神経外科センター

認知症カンファレンスin
曽於
いちき串木野地区糖尿病学術
講演会第8回―絆―糖尿病連
携手帳を広めるコメディカルの
会

最近の認知症治療について(仮)

荘記念病院 院長 西脇知永 先生

患者さんのやる気を引き出す対話法―コーチング― 佐世保中央病院 糖尿病センター長 松本一成 先生

9

1

病院芳春苑
1 第一三共
後援：曽於医師会

絆―糖尿病連携手帳を広めるコメディカルの会
4 0.5
10 0.5 1.5 日本イーライリリー
日本ベーリンガーインゲルハイム
76 0.5

平成30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30年10月分）
開催日時・会場
10月20日(土)
18：00～19：30
ホテルマイステイズ鹿児島天文館（鹿児島市）

講習会名
東西両医学の融合を
目指した鹿児島
KAMPOセミナー

演題等
臨床全科の患者にやさしい不眠やうつ、せん妄や認知症の治療や対応のコツ

講師
島根大学医学部 免疫精神神経学共同研究講座 特任教授 堀口 淳 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

鹿児島東洋医学セミナー
20 0.5
29 0.5 1 ツムラ

血栓形成の解析装置（T-TAS）によるNOACの抗血栓作用の検討 出水総合医療センター 循環器内科 医長 則松賢二 先生
10月22日(月)
2 0.5
出水郡医師会学術講
18：50～20：30
心不全合併症心房細動患者の抗凝固療法（仮） 福岡大学病院 循環器内科 講師 志賀悠平 先生 43 0.5 1.5
演会
鶴丸会館(出水市)
75 0.5
岡山医療センター 循環器内科 下川原裕人 先生 9 1.5
10月23日(火)
新しいガイドラインに基づいた肺塞栓治療
臨床抗凝固療法講演
1.5
19:00～20:30
会

出水郡医師会
出水郡薬剤師会
ブリストル・マイヤーズスクイブ、ファイザー

南薩医師会
バイエル薬品

南薩医師会館(南さつま市)

10月23日(火)
19：00～20：45

睡眠障害と認知症(仮)

帝京大学医学部附属溝口病院 脳神経外科 教授 中根 一 先生

20 1
鹿児島AD研究会
29 0.5 1.5 エーザイ

鹿児島医療センター 皮膚腫瘍科・皮膚科 青木恵美 先生

8 1
鹿児島市小児科医会
9 0.5 1.5 アステラス製薬
デンカ生研
46 1.5
南州漢方検討会
1.5 クラシエ薬品

鹿児島AD研究会

鹿児島東急REIホテル(鹿児島市)

10月24日(水)
19：00～20：30

乳児血管腫の最近の治療
鹿児島市小児科医会
インフルエンザワクチンの有効性評価
学術講演会

大阪市立大学大学院 医学研究科 公衆衛生学 教授 福島若葉 先生

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

10月24日(水)
19：00～20：30

漢方医が教えるみみ・はな・のどに効く漢方

みのりクリニック 院長 斉藤寛史 先生

第8回南州漢方検討会

サンプラザ天文館（鹿児島市）

10月25日(木)
18：30～20：30
鹿屋市医師会館(鹿屋市)

10月25日(木)
19：00～20：15

治療と職業生活の両立支援
肝属地区日医認定産 労働衛生関係法令
業医研修会

Urological Cancer
Seminar in Kagoshima

アミノレブリン酸と光力学診断

奈良県立医科大学 泌尿器科学教室 教授 藤本清秀 先生

6
7
11
13
64

今、改めて日本人AF患者の脳梗塞リスクを考え直す～伏見ＡＦレジストリ７年の成果

京都医療センター 循環器内科 部長 赤尾昌治 先生

33

道ノ尾病院 副院長 芹田 巧 先生

荘記念病院認知症疾患医療センター
29 0.5
73 0.5 1 第一三共
後援：出水郡医師会

ヘルスサポートセンター鹿児島 所長 小田原 努 先生
鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 中村健吾 先生

0.5
鹿児島県医師会
0.5
鹿屋市医師会
2
鹿児島産業保健総合支援センター
0.5
0.5
1
中外製薬
1 後援：鹿児島市医師会

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

10月25日(木)
19：00～20：15

川内市医師会学術講演会

1

川内市医師会
1 第一三共

ホテルオートリ（薩摩川内市）

10月26日(金)
18：45～20：00
鶴丸会館(出水市)

出水郡認知症医療フォー かかりつけ医のための認知症治療(仮)
ラム(かかりつけ医認知症
対応力向上フォローアップ
研修会）

平成30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30年10月分）
開催日時・会場
10月26日(金)
19:00～20：00

講習会名

演題等
合併症予防を目指した糖尿病治療

講師
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

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

76

1

熊毛地区医師会、熊毛地区内科医会

1

熊毛地区医師会学術講演会

主催・共催者
熊毛薬剤師会、アステラス製薬

ホテルニュー種子島（西之表市）

10月26日(金)
19：15～20：15

3歳児の検尿の現状と課題
第17回鹿児島小児腎疾患研究会

第12川北ビルＢＯＩＳ鹿児島(鹿児島市)

10月26日(金)
19：00～20：30

島田市民病院 小児科 和田尚弘 先生

不整脈診療セミナー

鹿児島小児腎疾患研究会
11 0.5
72 0.5 1 旭化成ファーマ

※参加費：1,000円
鹿児島市立病院 循環器内科 科長 桶谷直也 先生 43 0.5
当院における不整脈治療について
小野薬品工業
循環器診療における静注用抗不整脈薬の使い方 東邦大学大学院 医学研究科 循環器内科学 教授 池田隆徳 先生 44 1 1.5 後援：鹿児島市医師会

鹿児島市立病院(鹿児島市)

10月26日(金)
19：00～20：45
谷山病院（鹿児島市）

10月27日(土)
18：00～20：00

高齢者疾患の地域連
携を考える会
第23回鹿児島県小児
内分泌研究会

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

10月30日(火)
19：00～20：15

伊佐市医師会学術講
演会

高齢初発てんかんと認知症

鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 助教 石塚貴周 先生

高齢者疾患における多職種連携～てんかんと認知症を含めて～

いづろ今村病院 院長 黒野明日嗣 先生

後援：鹿児島市医師会

１型糖尿病Up to Date

松屋旅館(南さつま市)

10月30日(火)
19：00～21：00
姶良地区医師会館(霧島市)

10月31日(水)
18:45～20：30
鹿児島市医師会館(鹿児島市)

10月31日(水)
18：45～20：45
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

南薩地区脳卒中地域
連携会学術講演会

大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学 講師 川村智行 先生

76

1

鹿児島県小児内分泌研究会

1
※参加費：1,000円
糖尿病腎症？CKD?DKD?―その対策―

大口グリーンホテル(伊佐市)

10月30日(火)
19：10～20：10

32 1
谷山病院
33 0.5 1.5 第一三共、ユーシービージャパン

鹿児島県における脳卒中撲滅を目指して

ノボ ノルディスク ファーマ

76 0.5
伊佐市医師会
82 0.5 1 伊佐市薬剤師会
第一三共
鹿児島大学病院 脳神経外科 教授 吉本幸司 先生 73 1
南薩医師会
1 ファイザー

大阪市立大学大学院 医学研究科 腎臓病態内科学 講師 森 克仁 先生

ブリストル・マイヤーズスクイブ

職業性ストレスとその対処法

玉水会病院 心療内科 長友医継 先生

姶良地区日医認定産
業医研修会
平成30年度鹿児島市 産後うつ病を含めた産褥精神障害の管理
域精神疾患医療連携 鹿児島市における小児発達障害の現状と対策
体制講習会

鹿児島大学医学部 保健学科 成育看護学講座 助教 若松美貴代 氏

平成30年度第2回保険 麻薬・向精神薬の取扱いについて
診療研修会・不安又は 不眠症/不安症の非薬物療法と薬物療法
不眠に係る研修会

九州厚生局 麻薬取締部 捜査第一課 課長 大渕朗裕 氏

鹿児島県こども総合療育センター 所長 外岡資朗 先生

鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 准教授 中村雅之 先生

11
13
20
69
70
72

0.5
鹿児島県医師会
0.5
姶良地区医師会
2
0.5
0.5
0.5
鹿児島市医師会
0.5 1 日本イーライリリー

20
69

1
鹿児島県医師会
1 2

