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12月分）
開催日時・会場

講習会名

演題等

12月1日(土)
16：00～19：00

OCTを活用した緑内障診療
第259回 鹿児島眼科 検査所見からこれは何？
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 集談会
12月3日(月)
19：00～20：00

※参加費：3,000円
前立腺肥大症の治療と診療連携
指宿医師会生涯教育講座

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

3
岡山大学医学部 眼科学講座 教授 白神史雄 先生
4
11
15
肝属郡医師会立病院 泌尿器科 部長 下荒磯 裕 先生 65
66
金沢大学眼科・おおくぼ眼科クリニック 大久保真司 先生

主催・共催者

1
鹿児島県眼科医会
0.5
千寿製薬
3
0.5
1
0.5
指宿医師会
0.5 1 日本新薬

指宿いわさきホテル(指宿市)

12月4日(火)
19：00～20：30 出水郡医師会学術講演会
鶴丸会館(出水市)
12月4日(火)
19：00～20：30 第2回鹿児島市在宅医療・介護従事者向け研修会

9
67
76
3
13

0.5
出水郡医師会
0.5 1.5 出水郡薬剤師会
第一三共、田辺三菱製薬
0.5
0.5
鹿児島市医師会
0.5 1

SGLT２阻害薬の大規模臨床試験の結果から実臨床での応用を考える

陣内病院 循環器内科 部長 杉山正悟 先生

わたしの想いをつなぐノートとACP（アドバンス・ケア・プランニング）

宮崎大学医学部 社会医学講座 生命･医療倫理学分野 教授 板井孝壱郎 先生

“異所性脂肪”から考える動脈硬化の成因と糖尿病治療

徳島大学大学院 医歯薬学研究部 循環器内科学 教授 佐田政隆 先生

肝炎診療の最近の話題(仮)

串間市民病院 内科 院長 黒木和男 先生 11 0.5
MSD
73 0.5 1 後援：曽於医師会

迫る2025年問題（社会保障制度改革の行方

鹿児島県医師会 副会長 野村秀洋 先生

鹿児島市医師会館（鹿児島市）

12月4日(火)
19：10～20：10

Cardiovascular&Diabetes seminar

姶良地区医師会、姶良地区薬剤師会
42 0.5
76 0.5 1 第一三共

ホテル京セラ(霧島市)

12月5日(水)
19：00～20：00

肝炎ネットワークセミナー

大黒リゾートホテル(志布志市)

12月5日(水)
19：00～20：00
村田旅館(南さつま市)

12月5日(水)
19：30～20：30

南薩医師会後期医学
会

6

1

南薩医師会
1

―平成30年度診療報酬・介護報酬改定から見える方向性 その１）

アトピー性皮膚炎におけるスキンケア～発汗からみた外用薬の使い方～ 杏林大学医学部 皮膚科学教室 名誉教授 塩原哲夫 先生

26

1
1

鹿児島市小児科医会学術講演会

鹿児島市小児科医会
マルホ

ホテルマイステイズ鹿児島天文館(鹿児島市)

12月5日(水)
19：00～20：30
ホテル京セラ(霧島市)

MRエラストグラフィーの初期経験

霧島市立医師会医療センター 肝臓内科 橋口正史 先生

第50回霧島・姶良肝臓フォーラム ウイルス性肝炎―治療のマネジメントとその撲滅への福岡県での活動― 久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門 准教授・

福岡県肝疾患相談支援センター センター長 井出達也 先生

13 0.5
姶良地区医師会
27 0.5 1.5 ギリアド・サイエンシズ
73 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12月分）
開催日時・会場
12月6日(木)
19：00～20：50

講習会名

演題等

講師

抗血栓療法による消化管出血の現状と対策～下部消化管を含めて～ 都城医療センター 消化器病センター長 駒田直人 先生

Gastroenterology
早期大腸癌内視鏡診療の最前線
Symposium in 鹿児島

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 内視鏡医学 教授 田中信治 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

11 0.5
第一三共
50 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島県医師会館（鹿児島市）

12月7日(金)
19：00～20：00
大島郡医師会館(奄美市)

12月7日(金)
19：00～20：30
リナシティかのや(鹿屋市)

12月8日(土)
14：00～16：00
鹿児島県青少年会館(鹿児島市)

12月8日(土)
14：00～19：30
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

12月8日(土)
19：00～20：30

8 0.5
大島郡医師会
18 0.5 1 奄美薬剤師会
ギリアド・サイエンシズ
ノバルティスファーマ
みんなで認知症を考え 事例で学ぶ認知症初期集中支援と認知症ケアの最新情報 桜新町アーバンクリニック 院長 遠矢純一郎 先生 29 0.5
る～認知症の方を地
68 0.5 1 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会、
域で支えるために～
肝属郡医師会、肝属東部医師会
大島郡医師会学術講
演会

平成30年度かかりつ 認知症の薬物療法について考える
け医認知症対応力向 見逃してはいけない認知症(仮)
上フォローアップ研修

第99回鹿児島精神神
経学会

第54回鹿児島漢方学
術懇話会

NCサンプラザ天文館(鹿児島市)

平成30年度社会保険
指導者講習会伝達講
習会・第3回保険診療
鹿児島県医師会館（鹿児島市）
研修会
12月12日(水) 平成30年度松下病院
14：00～16：00 認知症疾患医療セン
松下病院認知症疾患医療センター(霧島市) ター研修会
12月11日(火)
19：00～20：30

12月12日(水)
19：15～20：35
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

ウイルス性肝疾患の現状と課題～B型肝炎・C型肝炎治療の最前線～ 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 講師 森内昭博 先生

1
南風病院 神経内科部長 梅原藤雄 先生 15
29
行動療法による強迫性障害への介入―マインドフルネスと曝露反応妨害法を利用して― 他 武井内科クリニック 園田順一 先生 他
5
てんかん(FCD)の精神症状のBrain space navigator的検討―EEGダイポール法の適応― 他 出水病院 瀧川守國 先生 他
10
向精神薬の多剤併用が問題となった精神疾患合併妊産婦に対する周産期管理および育児支援 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 笠毛 渓 先生 他
14
「熊本地震の経験から」―災害と精神科病院、その関わり方― 熊本県県北広域本部鹿本地域振興局 保健福祉環境部長 山口喜久雄 氏 29
※参加費：500円
68
麻生飯塚病院 東洋医学センター 漢方診療科 部長 田原英一 先生 18
「医案を語る！」～鹿児島の変～
21
73
わかりやすい感覚器疾患
鹿児島県医師会 常任理事 鹿島直子 先生 6
質が高く効率的な医療提供体制の実現に向けて 鹿児島県医師会 副会長 野村秀洋 先生 31
38
徳田脳神経外科病院 副院長 橋口昭人 先生 9
脳の健康管理～生活習慣病のその先に～

0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
2

鹿児島県認知症疾患医療センター

1.5

谷山病院認知症疾患医療センター
パールランド病院認知症疾患医療センター

鹿児島精神神経学会
エーザイ
4.5

鹿児島漢方学術懇話会

1.5

小太郎漢方製薬、栃本天海堂

後援：鹿児島市医師会

鹿児島県医師会
1.5 鹿児島県
松下病院認知症疾患医療センター

2 姶良地区医師会
インフルエンザ治療を考える

感染症セミナー2018

谷山病院認知症疾患医療センター 副センター長 黒野明日嗣 先生

愛知医科大学 感染制御学 教授 三鴨廣繁 先生

8

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

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12月分）
開催日時・会場
12月13日(木)
18：30～20：50

講習会名

演題等
心臓血管外科医の立場から 他

第2回鹿児島ハートチーム研究会

講師
大垣市民病院 心臓血管外科 医長 横手 淳 先生 他

心血管手術周術期のチーム医療が功を奏した一例 大垣市民病院 心臓血管外科 医長 横手 淳 先生 他

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

10 1
トーアエイヨー
15 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

12月13日(木)
19：00～20：00

呼吸器疾患～風邪・インフルエンザ 咽頭痛 気管支炎～

センプククリニック 院長 千福貞博 先生

28 0.5
鹿屋市医師会
46 0.5 1 ツムラ

職場における風疹・麻疹対策

鹿児島大学大学院 微生物学 教授 西 順一郎 先生

8
11

第1回Kampo Primary Webセミナー

ホテル大蔵(鹿屋市)

12月13日(木)
19：00～21：00

日医認定産業医研修
会

1
鹿児島県医師会
1 2

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

12月13日(木)
19:00～20：45

高齢者における抗凝固療法の現状と問題点～脳卒中後合併症も含め～ 鹿児島医療センター 脳・血管内科 医長 松岡秀樹 先生

高齢者の脳を守る会

高齢者てんかんの治療における新規抗てんかん薬の役割

鹿児島大学病院 脳神経外科 てんかんセンター長 花谷亮典 先生

35 0.5
第一三共
78 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島東急REIホテル(鹿児島市)

12月14日(金)
19：00～20：30
大島郡医師会館(奄美市)

12月14日(金)
19：15～21：00

奄美中央病院 呼吸器内科 堀 昭作 先生 15
高齢者の吸入薬 エアロゾルかドライパウダーか？ 霧ヶ丘つだ病院 院長・久留米大学医学部 臨床教授 津田 徹 先生 46
79
鹿児島生協病院 外科 部長 森下繁美 先生 14
当院における大腸癌治療の現況
谷山がんトータルセミ 静脈血栓症診療アップデート―ガイドライン改訂を踏まえて― 鹿児島市立病院 循環器内科 部長待遇 宮田昌明 先生
25
ナー
喘息セミナー2018 in
奄美

奄美大島での呼吸器疾患症例発表(仮)

0.5
大島郡医師会
0.5 1.5 奄美薬剤師会
0.5
杏林製薬
1
第一三共
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

谷山サザンホール(鹿児島市)

12月17日(月)
19：00～21：00

69
精神科 吉田 巌 先生 72

児童・思春期に遭遇する問題と医療的対応(症例への対応と考察) 鹿児島県中央児童相談所・鹿児島県こども総合療育センター
かかりつけ医等発達障害対応力向上研修(TV研修)

1
鹿児島県医師会
1 2 鹿児島県

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

12月19日(水)
19：00～20：50

第2回Cardio-Oncology学術講演会

がん患者におけるVTEマネジメント
腫瘍内科医からみる乳癌治療アップデート

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪薗郎 先生

国立がん研究センター中央病院 副院長 藤原康弘 先生

42 0.5
第一三共
81 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

12月20日(木)
18：50～20：25
鹿児島サンロイヤルホテル(鹿児島市)

11 0.5
第一三共
血管外科クリニックにおける下肢深部静脈血栓症の治療 西蔭メディカルクリニック 院長 西蔭誠二 先生 24 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

無症候性末梢静脈血栓症に対する新たな治療戦略と当院での肺塞栓症診療

血管疾患を考える会

米盛病院 循環器内科 下髙原淳一 先生

