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11月分）
開催日時・会場
11月1日(木)
19：00～20：30

講習会名

演題等
当院におけるSGLT2阻害薬の使用経験

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生 73 0.5

74
指宿商工会議所(指宿市)
准教授 岸 拓弥 先生 76
環境再生保全機構 石綿健康被害救済部 次長 加藤信幸 氏
11月1日(木)
石綿健康被害救済制度について
6
19：00～21：00 石綿に関する日医認 石綿関連疾患及び石綿ばく露の医学的所見と労災補償制度について 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部 顧問医師 森永謙二 先生 9
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 定産業医研修会
19
42
充実型浸潤性乳管癌と浸潤性小葉癌の衝突癌の1例 鹿児島市立病院 林 直樹 先生
11月2日(金)
10
18：30～20：30 第38回鹿児島乳癌研究会 組織標本から読み取れること
鹿児島県立大島病院 豊島里志 先生
15
※参加費：1,000円
わが国の肺炎球菌感染症とインフルエンザの疫学動向とワクチン予防 国立感染症研究所 感染症疫学センター センター長 大石和徳 先生
11月2日(金)
8
19：00～20：00 鹿児島市医師会臨床検査センター主催学術講演会
指宿糖尿病懇話会学術講演会 今こそ考えるべき糖尿病と心不全～心臓が正常の糖尿病はありえない～

九州大学循環器病未来医療研究センター 循環器疾患リスク予測共同研究部門

主催・共催者
指宿糖尿病懇話会、指宿医師会

0.5 1.5 指宿市歯科医師会、指宿市薬剤師会
0.5
0.5
鹿児島県医師会
0.5
2
0.5
0.5
0.5
鹿児島乳癌研究会
1 1.5 アストラゼネカ
日本べーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー

ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島（鹿児島市）

1

1

鹿児島市医師会臨床検査センター

エスアールエル

鹿児島市医師会館（鹿児島市）

11月2日(金)
19：00～20：40
大島郡医師会館（奄美市）

11月6日(火)
19：00～20：20
大島郡医師会館(奄美市)

11月8日(木)
17：00～18：30

57 0.5
大島郡医師会
大島郡医師会学術講
整形外科統括部長・大阪市立大学医学部 臨床教授 岡島良明 先生 77 0.5 1 奄美薬剤師会
演会
旭化成ファーマ
関節リウマチ医療連携～チーム医療の重要性～ 吉玉リウマチ・内科クリニック 院長 吉玉珠美 先生 10 0.5
大島郡医師会
大島郡医師会学術講
61 0.5 1 小野薬品工業
演会
骨粗鬆症治療に対するＰＴＨ製剤の重要性～高齢患者の長期成績向上のために我々ができること～

なにわ生野病院 人工関節センター長・

ブリストルマイヤーズスクイブ

人口減少社会における地域・自治体の対応～「守り」と「攻め」による持続可能な社会の構築～ 島根大学教育学部 共生社会教育講座 地理学担当 教授 作野広和 氏

第38回鹿児島地域医療教育講演会

鹿児島大学医学部（鹿児島市）

1 0.5
5 0.5
1.5
12 0.5

鹿児島大学大学院地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター

鹿児島県くらし保健福祉部保健医療福祉課医療人材確保対策室

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

後援：鹿児島県医師会

11月9日(金)
18：30～19：30

肩関節疾患の診断と治療

鹿児島大学大学院 整形外科学 教授 谷口 昇 先生

秋季医学会

61

1

枕崎市医師会
1

枕崎ステーションホテル（枕崎市）

11月9日(金)
19：00～20：30
大島郡医師会館（奄美市）

住みよい地域づくりの処方箋～ありのままの暮らしを維持する為に～ 島根大学教育学部 共生社会教育講座 地理学担当 教授 作野広和 氏

第11回地域医療シン
ポジウムｉｎ奄美

1 0.5
日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会
5 0.5
12 0.5 1.5 後援：鹿児島県医師会
大島郡医師会
奄美薬剤師会
鹿児島大学大学院地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター

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11月分）
開催日時・会場
11月9日(金)
19：00～20：30

講習会名

演題等

講師

冠動脈疾患合併患者への最適な抗血栓療法を考える～Ｒｅａｌ Ｗｏｒｌｄ Ｅｖｉｄｅｎｃｅを診療にどう活用するか～ 福岡山王病院 循環器センター センター長・国際医療福祉大学 教授 横井宏佳 先生

循環器疾患臨床セミナー 日常診療の疑問について考える

Tsukasa Health Care Hospital 内科部長 枇榔貞利 先生 他

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

69 0.5
バイエル薬品
73 1 1.5 後援：鹿児島市医師会

奄美の里（鹿児島市）

11月10日(土)
15：00～18：50
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

がんの患者さんとその子どもたちを支えるために～さまざまな局面で私たちにできること～ NPO法人Hope Tree代表・東京共済病院がん相談支援センター 大沢かおり 先生

鹿児島緩和ケア・ネット
ワーク第２１回大会

鹿児島市医師会館（鹿児島市） 鹿児島市医師会医療安全管理研修会

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

11月14日(水)
19：15～21：05

愛知がんセンター 精神腫瘍科部 部長 小森康永 先生

※参加費：2,000円
死因究明制度と医療事故調査制度を考える

11月10日(土)
15：30～18：00

11月14日(水)
19:00～20:30

手作りのサイコオンコロジー

障害支援区分認定主
治医研修会

衆議院議員 橋本 岳 氏
医療事故調査制度の施行に係る検討会を主催して 元厚生労働省 事務次官 二川一男 氏
厚生労働省 医政局総務課 医療安全推進室 室長 渡邊顕一郎 氏
医療事故調査制度について
厚生労働省 医政局医事課 課長補佐 江崎治朗 氏
死因究明制度の推進について
死因究明制度、医療事故調査制度、医師法・刑法の関係を整理する 井上法律事務所 所長 井上清成 氏
障害支援区分の基本的な考え方と障害者総合支援法の概要
障害支援区分認定における医師意見書の位置付け、記載方法

医師意見書の充実のために(記載事例)
脳卒中急性期治療における問題点
脳卒中とてんかんを考
最適な抗てんかん薬を選択するために
える会

5 1
鹿児島県医師会
鹿児島緩和ケア・ネットワーク
10 0.5
69 0.5 3
72 1
81 1
6 0.5
鹿児島市医師会
7 1
1.5

6
鹿児島県医師会 理事 石川 勉 先生
19
鹿児島県医師会 常任理事 赤崎安隆 先生 29
鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田洋介 先生 35
東北大学大学院 医学研究科 てんかん学分野 准教授 神 一敬 先生 78
鹿児島県くらし保健福祉部 障害福祉課 自立支援係 主事 川畑 貴元 氏

0.5
鹿児島県医師会
0.5 1.5 鹿児島県
0.5
0.5
第一三共
0.5 1 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

11月14日(水)
19：30～20：30

消化管の不定愁訴～真剣に取り組んでみた結果は？～ 淳風会医療診療セクター 副セクター長・
川崎医科大学・川崎医療福祉大学 特任教授 春間 賢 先生

鹿児島市内科医会学術講演会

21 0.5
53 0.5

鹿児島市医師会館（鹿児島市）

11月16日(金)
18：45～20：00

がん診療の新しい工夫

後援：鹿児島県医師会
鹿児島市医師会

九州大学大学院 医学研究院 消化器・総合外科 教授 森 正樹 先生

15

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

0 1
九州医師会医学会
19 0.5 2
74 0.5

熊毛地区医師会学術講演会

1

1

鹿児島市内科医会
アステラス製薬

熊毛地区医師会
1 大塚製薬

ホテルニュー種子島（西之表市）

11月17日(土)
14：00～16：10
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

超高齢社会へ 鹿児島からのメッセージ
第118回九州医師会医学会 陶房雑話

十五代 沈 壽官 氏

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11月分）
開催日時・会場
11月20日(火)
18：45～20：30

講習会名

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

第15回糖尿病医療連携体制講習会

透析患者の血糖コントロール
高齢者と腎症患者のタンパク質のとり方
鹿児島県の脳卒中撲滅を目指して

心血管不全予防を考慮した高尿酸血症治療

佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授 野出孝一 先生

老年医学の立場から見た高齢者の医療とケア
心不全合併心房細動の治療戦略

杏林大学医学部 高齢医学 教授 神﨑恒一 先生 73
北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室 教授 安斉俊久 先生

74

呼吸器疾患：診療をめぐる最新の話題2018

自治医科大学 内科学講座 呼吸器内科学部門 教授 坂東政司 先生

45 0.5
伊佐市医師会
46 0.5 1 伊佐市薬剤師会

北薩地区脳卒中医療連携セミナー

川内ホテル（薩摩川内市）

11月24日(土)
15：00～18：25

主催・共催者

11
白石病院 福留美千代 先生
73
上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生 76
鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 吉本幸司 先生 32
78

糖尿病性腎症重症化予防プログラム保健指導の標準化プロジェクト いづろ今村病院 名誉院長・糖尿病センター センター長 鎌田哲郎 先生

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

11月21日(水)
19：15～20：30

演題等

0.5
鹿児島市医師会
0.5 1.5 田辺三菱製薬
0.5
0.5
ファイザー
0.5 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ
後援：川内市医師会
1
鹿児島県医師会
1 3 日本医師会
1
帝人ファーマ
鹿児島県皮膚科医部会
1
0.5 1.5 サノフィ

73
日本医師会生涯教育
糖尿病・肥満症に伴う高尿酸血症の診療：最近の話題 琉球大学大学院医学研究科 内分泌代謝・血液・膠原病内科学講座（第二内科） 教授 益崎裕章 先生 74
協力講座セミナー
鹿児島県医師会館(鹿児島市)
各種生活習慣病関連診療ガイドラインにおける高尿酸血症の位置付け 製鉄記念八幡病院 院長 土橋卓也 先生
76
11月24日(土)
デュピルマブで寛解した重症アトピーの2例
猿渡ひふ科クリニック 院長 猿渡 浩 先生 26
18：50～20：30 鹿児島県皮膚科医部会学術講演会 アトピー性皮膚炎患者に対するデュピルマブの使用経験～採血データを追う～ せきやま皮膚科クリニック 院長 関山光弘 先生 73
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)
九州大学大学院 医学研究院 皮膚科 体表感知学講座 准教授 中原剛士 先生
アトピー性皮膚炎の病態と新規治療
久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門 主任教授 深水 圭 先生 24 0.5
11月26日(月) 第469回姶良地区内科 拡がる糖尿病性腎症治療(仮)
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
18:45～20：00 医会
76 0.5
1
姶良地区歯科医師会、姶良地区薬剤師会
かごしま空港ホテル(霧島市) 第23回姶良地区糖尿
病医療連絡協議会
田辺三菱製薬、第一三共
C型肝炎の肝外病変～高齢C型肝炎患者のDAA治療～ 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 教授 井戸章雄 先生 27 1
11月27日(火)
アッヴィ合同会社
1 後援：川内市医師会
19：00～20：10 川内地区肝疾患学術講演会
ホテルオートリ（薩摩川内市）

11月27日(火)
19：00～21：10

第7回高齢者トータルケアセミナー

1
第一三共
1 2 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

11月29日(木)
18：50～20：00

伊佐市医師会学術講
演会

日本ベーリンガーインゲルハイム

大口グリーンホテル（伊佐市）

11月29日(木)
18：50～20：40

第2回Fluid Management Seminar

臓器保護をめざした体液調整
新しい心不全ガイドラインに基づくうっ血治療(仮)

東北医科薬科大学 腎臓・内分泌内科 教授 森 建文 先生
北里大学 北里研究所病院 循環器内科 教授 猪又孝元 先生

24 0.5
大塚製薬
73 1 1.5 後援：鹿児島市医師会

骨粗鬆症治療のリスク・ベネフィット(仮)

近畿大学医学部奈良病院 整形外科・リウマチ科 教授 宗圓 聰 先生

77

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

11月29日(木)
19：30～20：30
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

骨粗鬆症の地域連携・多職種連携セミナーin鹿児島

1

帝人ファーマ
1 後援：鹿児島市医師会
鹿児島市歯科医師会

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11月分）
開催日時・会場
11月30日(金)
18：30～20：20

講習会名
第6回鹿児島肺高血圧
症研究会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

11月30日(金)
19：00～20：30

演題等
鹿児島における肺高血圧症診療
CHD-PAH Up-to－Date～ワールドシンポジウムとガイドライン～

※参加費：500円
粘液性嚢胞腺腫術後９年目に残膵に発生した進行膵癌の一切除例 他

第3回鹿児島県消化器病学術講演会

手術の図化から学んだこと、見えてきたもの

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

11月30日(金)
19：15～20：15
曽於医師会立病院(曽於市)

下肢静脈瘤についての話題(仮)
曽於地区学術講演会

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

43
大阪急性期・総合医療センター 小児科・新生児科 主任部長 小垣滋豊 先生 45
73
鹿児島大学病院 消化器外科 伊地知徹也 先生 他
2
兵庫医科大学 上部消化管外科 主任教授 篠原 尚 先生
3
10
まつもと心臓血管外科クリニック 院長 松元仁久 先生
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