令和２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
(2月分)
開催日時・会場
2月1日(月)
19：00～20：00
（web配信)
2月2日(火)
18：45～19：45
（web配信)
2月2日(火)
19：00～20：00
（web配信)
2月3日(水)
18：45～20：05
（web配信)
2月4日(木)
18：50～20：50

講習会名
薩摩川内糖尿病循環器
Online Symposium（web
講演会）
Osteoporosis Live
Symposium in 鹿児島
(web講演会）
指宿医師会生涯教育講
座（web講演会）
第4回消化器疾患連携
Webセミナー(web講演会)
第4回鹿児島ハートチー
ム研究会

演題等

講師

最新の骨粗鬆症治療の動向―COVID-19への提言をふまえて―

大阪大学大学院医学系研究科 運動器再生医学共同研究講座 特任講師 蛯名耕介 先生

認知症と電解質異常

市比野記念病院 理事長 黒田 篤 先生

29

早期消化管癌に対する内視鏡治療の基本とトピックス

鹿児島大学病院 消化器内科 助教 佐々木文郷 先生

4 0.5
第一三共
13 0.5 1 アストラゼネカ
後援：鹿児島市医師会
10 1 1 鹿児島ハート倶楽部
トーアエイヨー
後援：鹿児島市医師会
39 1
日耳鼻鹿児島地方部会

心臓血管外科における心臓リハビリテーションの取り組み 藤田医科大学病院 リハビリテーション部 河野裕治 先生
循環器内科における心臓リハビリテーションの取り組み 藤田医科大学病院 循環器内科 助教 船戸優佑 先生

TKPガーデンシティー鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

第25回乳がん検診研修
会

主催・共催者

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

第120回鹿児島県耳鼻咽 鼻アレルギー診療ガイドラインと難治性副鼻腔炎
2月4日(木)
19：00～20：00 喉科学術集会

曽於医師会学術講演会
(web講演会)

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

心不全診療におけるSGLT2阻害薬の新知見

鹿児島東急REIホテル(鹿児島市)(web配信)

2月4日(木)
19：00～20：00
（web配信)
2月4日(木)
19：00～20：20

CC

これからの慢性心不全治療について(仮)

ホルモン受容体陽性乳癌の治療戦略

秋田大学大学院 医学系研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 教授 山田武千代 先生

24 0.5 1 アストラゼネカ
45 0.5
小野薬品工業
後援：川内市医師会
8 0.5
姶良地区医師会
77 0.5 1 第一三共
1 1 指宿医師会
アストラゼネカ

1

鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室同門会

田辺三菱製薬
後援：鹿児島市医師会
鹿屋ハートセンター 理事長 新井英和 先生 9 0.5 1 曽於医師会
42 0.5
小野薬品工業
アストラゼネカ
鹿児島大学病院 消化器・乳腺甲状腺外科 新田吉陽 先生
10 1
鹿児島県医師会
1

鹿児島県生活習慣病検診等管理指導協議会乳がん部会

鹿児島県診療放射線技師会
武田薬品工業
済生会川内病院 腎臓内科 医長 出口央晋 先生 23 0.5 1 いちき串木野市医師会
2月5日(金)
いちき串木野市医師会 CKD診療について（仮）
19：00～20：00 WEB学術講演会(web講 糖尿病専門医が考える合併症を考慮した2型糖尿病治療について（仮） 上ノ町・加治屋クリニック 加治屋昌子 先生 24 0.5
いちき串木野市内科医会
演会)
（web配信)
田辺三菱製薬
神経障害性疼痛へのアプローチ～ミロガバリンへの期待～ 今林整形外科病院 院長 大迫浩文 先生 63 1 1 第一三共
2月5日(金)
疼痛webセミナー in 鹿児
19：30～20：30
後援：鹿児島市医師会
島(web講演会)
（web配信)
慢性心不全治療新時代の幕開け―SGLT2阻害薬をどう生かすか？― 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 19 0.5 1 小野薬品工業
2月8日(月)
SGLT2について考える会
19：00～20：10
73 0.5
後援：鹿児島市医師会
(web講演会)
（web配信)
糖尿病における血管生理学検査の意義：九州動脈硬化予防研究からABI/PWVを中心に 他 南昌江内科クリニック 糖尿病臨床研究センター センター長 前田泰孝 先生 他
2月9日(火)
76 1 1 アステラス製薬
第9回糖尿病と血管障害
19：00～20：00
糖尿病と血管障害研究会
研究会(web講演会)
（web配信)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(web配信)

令和２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
(2月分)
開催日時・会場
2月9日(火)
19：00～20：00
（web配信)
2月10日(水)
18：45～19：45
（web配信)
2月14日(日)
10：00～17：10
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

2月15日(月)
19：00～20：30
（web配信)
2月15日(月)
19：00～20：30
（web配信)
2月16日(火)
19：00～20：00
（web配信)
2月16日(火)
19：00～20：15
（web配信)
2月17日(水)
19：00～20：00
（web配信)
2月17日(水)
19：00～20：00
（web配信)
2月17日(水)
19：00～20：15
（web配信)
2月17日(水)
19：00～20：30
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

講習会名
高血圧Webセミナー(web
講演会)
高血圧Webセミナー(web
講演会)

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

with Corona時代の降圧療法～日本高血圧学会からの提言をふまえて～ 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

74

1 1 第一三共
後援：鹿児島市医師会

with Corona時代の降圧療法～日本高血圧学会からの提言をふまえて～ 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

73 0.5 1 第一三共
74 0.5
後援：鹿児島市医師会

【専門医共通講習―①医療倫理（必修）】かかりつけ医の倫理

2
4
10
15
29
72
80
18
73

脳卒中医のためのてんかん診療Update

熊本大学病院 脳神経内科・救急総合診療部 特任助教 松原崇一朗 先生

心原性脳塞栓症の最新治療～出血リスクを考慮した抗凝固療法も含めて～

鹿児島医療センター 脳卒中センター センター長・脳血管内科 部長 松岡秀樹 先生

1
鹿児島県医師会
1
0.5
1 6
1
1
0.5
0.5 1 いちき串木野市医師会
0.5
いちき串木野市内科医会
第一三共
35 0.5 1 第一三共
78 0.5
後援：鹿児島市医師会

かかりつけ医のための消 COVID-19蔓延下における上部消化管内視鏡検査と治療
化器疾患を考える会(web
講演会)

慶応義塾大学医学部 内視鏡センター 准教授 細江直樹 先生

52

Hypertension ParadoxとClinical I nertia～高血圧治療に潜む罠～

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

中京大学 法務総合教育研究機構 専任教授 稲葉一人 氏 他

かかりつけ医に必要な小児・思春期への対応
吉村小児科 院長 内海裕美 先生
多摩ファミリークリニック 院長 大橋博樹 先生
日医かかりつけ医機能研 在宅医療、多職種連携
修制度応用研修会第3回 かかりつけ医に必要なリーダーシップ、マネジメント、コミュニケーションスキル 筑波大学 医学医療系 地域医療教育学 教授 前野哲博 先生
東京都健康長寿医療センター研究所 副所長 粟田主一 先生 他
伝達講習会（DVD講習） 認知症、ポリファーマシーと適正処方
在宅リハビリテーション症例
霞ヶ関南病院 理事長 齊藤正身 先生
いちき串木野市医師会
WEB学術講演会(web講
演会)
脳血管疾患Webセミナー
(web講演会)

川内市医師会学術講演
会（web講演会）

心不全診療と高血圧管理の話題

済生会川内病院 循環器内科 部長 福岡嘉弘 先生

ガイドラインを日常診療に生かす～抗血栓療法の改定ポイントを中心に～ 川内市医師会立市民病院 循環器内科 部長 小川正一 先生

1 1 第一三共
アストラゼネカ
後援：鹿児島市医師会
74 1 1 川内市医師会
川内薬剤師会
第一三共
13 0.5 1 第一三共
16 0.5
後援：鹿児島市医師会

鹿児島市立病院 脳神経内科 重畠裕也 先生
第二回 脳卒中連携WEB 虚血性脳卒中に対する急性期治療について
カンファレンス(web講演 PSCコア施設としての取り組み～抗凝固療法を含めて～ 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田洋介 先生
会)
二田哲博クリニック姪浜 院長 下野 大 先生 22 0.5 1 鹿屋市医師会、曽於医師会
DiaMond Seminar in 大隅 コロナ禍だからこそ糖尿病治療を見直そう
～早期からの治療強化
76 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
の意義～(web講演会)
大日本住友製薬
冠微小循環障害改善への挑戦～心血管イベント抑制に向けたSGLT2阻害薬への期待～ 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 教授 辻田賢一 先生
67 0.5 1 出水郡医師会
出水郡医師会学術Web
76 0.5
興和
講演会(web講演会)

障害支援区分認定主治
医研修会

2月18日(木)
鹿児島県透析医会学術
19：00～20：00
講演会
（web配信)

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 鹿児島県保健福祉部障害福祉課自立支援係 6 0.5 1.5 鹿児島県医師会
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 鹿児島県医師会 理事 石川 勉 先生
19 0.5
鹿児島県

医師意見書の充実のために（記載事例）
腎性貧血治療：HIF-PHIの役割

鹿児島県医師会 常任理事 赤崎安隆 先生 29 0.5
昭和大学医学部 内科学講座 腎臓内科学部門 客員教授 秋澤忠男 先生
73 1 1 鹿児島県透析医会
アステラス製薬

令和２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
(2月分)
開催日時・会場

講習会名

2月18日(木)
19：00～20：00 曽於医師会学術講演会

演題等

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

講師

20

主催・共催者

不眠症治療にレンボレキサントはどのように役に立つか～症例を中心に～

なおまさクリニック 院長 直正哲司 先生

1 1 曽於医師会
エーザイ

SGLT2阻害薬 Dapagliflozinが開くこれからの糖尿病、心不全診療～糖・Na代謝、心・腎関連に及ぼす影響～

陣内病院 循環器内科 部長 杉山正悟 先生 45 0.5 1 指宿医師会

曽於医師会立病院（曽於市）（web配信）

2月18日(木)
19：00～20：00
（web配信)
2月18日(木)
19：00～20：20
（web配信)
2月19日(金)
19：00～20：00

指宿医師会生涯教育講
座（web講演会）
大隅地区web学術講演会
（web講演会）

76 0.5
with Corona時代の降圧療法～日本高血圧学会からの提言をふまえて～ 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

最新のCOPD診断と治療（仮）

鹿児島厚生連病院 呼吸器内科 部長 野元吉二 先生

新型コロナウイルス感染症対策と臨床検査

鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村英樹 先生

曽於医師会学術講演会

小野薬品工業
アストラゼネカ
74 0.5 1 鹿屋市医師会、曽於医師会
75 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
第一三共
45 0.5 1 曽於医師会
82 0.5
アストラゼネカ

曽於医師会立病院（曽於市）（web配信）

2月20日(土) 第43回鹿児島県医師会
15：00～18：00 臨床検査精度管理調査
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 研修会
2月24日(水) 鹿精協後期院長研修会
17：00～19：35 並びに精神保健指定医
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)（web配信) 研修会
2月25日(木)
がんのトータルケアセミ
18：30～19：30
ナー（web講演会）
（web配信)
2月25日(木)
鹿児島県内科医会学術
19：00～20：20
講演会（web講演会）
（web配信)
2月25日(木)
19：00～20：30 大隅地区学術講演会

維持期を見据えた統合失調症治療における薬剤選択 高月病院 副院長 長瀬幸弘 先生

Onco-cardiologyと静脈血栓症～エコー医が診るCancerVTE～（仮）

徳島大学大学院 地域循環器内科学分野 特任教授 山田博胤 先生

10
45

COVID-19の病態とワクチンによる予防

鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生

8
28

1 1 鹿児島県精神科病院協会
大塚製薬
後援：鹿児島市医師会
0.5 1 伊佐市医師会
0.5
伊佐市薬剤師会
第一三共
0.5 1 鹿児島県内科医会
0.5
小野薬品工業

呼吸器疾患の栄養管理；管理栄養士のジレンマ

鹿児島県栄養士会 理事・鹿児島厚生連病院

46
79
82
60
63

0.5 1.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
日本ベーリンガーインゲルハイム
0.5
0.5 1 薩摩郡医師会
0.5
第一三共

栄養科 指導主幹 油田幸子 氏

間質性肺炎の治療指針～進行性線維化を伴う間質性肺疾患（PF-ILD)を中心に～ 鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 特任助教 内田章文 先生

鹿屋グランドホテル(鹿屋市)（web配信)

2月26日(金)
18：30～19：30
（web配信)
2月26日(金)
19：00～20：00
（web配信)
2月26日(金)
19：00～20：20
（web配信)

薩摩郡医師会学術講演
会(web講演会)

7 0.5 1 鹿児島県医師会
8 0.5
鹿児島県臨床検査技師会

腰痛疾患に対するアプローチ

久留米大学医学部 整形外科学講座 脊椎脊髄病担当教授 佐藤公昭 先生

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
熊毛地区医師会オンライ 心不全治療におけるSGLT2阻害薬の新知見(仮)
ン学術講演会(web講演
会)
より良いIBD診療を目指して―外科医としてできること― 大阪大学大学院医学系研究科 炎症性腸疾患治療学寄附講座 寄附講座教授 水島恒和 先生
第32回鹿児島大腸肛門
病懇話会(web講演会)

5

24 0.5 1 熊毛地区医師会
76 0.5
アストラゼネカ
小野薬品工業
53 0.5 1 鹿児島大腸肛門病懇話会
55 0.5
田辺三菱製薬

令和２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
(2月分)
開催日時・会場
2月27日(土)
14：00～18：00

講習会名

演題等

講師

かかりつけ医の役割～職場のメンタルヘルスを含めて～ 鹿児島県医師会 常任理事 赤崎安隆 先生

かかりつけ医・産業医のためのうつ病
桜ヶ丘病院 院長 楯林義寛 先生
かかりつけ医うつ病対応
鹿児島県医師会館(鹿児島市)
かかりつけ医・産業医のためのうつ病患者への対応 鹿児島大学 精神機能病学分野 講師 春日井基文 先生
力向上研修
かかりつけ医・産業医のためのアルコール関連問題対応 森口病院 院長 田中大三 先生
地域・職場・かかりつけ医・精神科医との連携
鹿児島県くらし保健福祉部 障害福祉課
糖尿病患者におけるレジスタンス運動・栄養摂取と筋肥大 立命館大学 スポーツ健康科学部 教授 藤田 聡 氏
2月27日(土) Taisho Medical
宮崎大学医学部 内科学講座 神経呼吸器内分泌代謝学分野 教授 中里雅光 先生
17：00～19：00 Symposium Kinematics & 末梢と中枢の連関から考える肥満と糖尿病
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(web配信) Obesity Up To Date

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

7 0.5
鹿児島県医師会
13 0.5
20 1 4
69 1
70 1
75 1 2 大正製薬
76 1
後援：鹿児島市医師会

