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
(令和2年9月分)
開催日時・会場
9月1日(火)
19：00～20：00
（web配信）
9月2日(水)
19：00～20：10
（web配信）
9月10日(木)
18：50～20：00
（web配信）
9月12日(土)
16：00～19：00

講習会名
Pain Live Symposium in
鹿児島（web講演会）
日置市医師会学術講演
会(web講演会)
鹿児島県内科医会（web
講演会）
第266回鹿児島眼科
集談会

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

9月13日(日)
14：00～17：10
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

9月14日(月)
19：00～20：00
(web配信)
9月15日(火)
18：45～20：30
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

9月15日(火)
19：00～20：00
（web配信）
9月16日(水)
18：30～20：30
（web配信）
9月16日(水)
19：00～20：15
(web配信)
9月17日(木)
19：00～20：00
(web配信)
9月17日(木)
19：00～20：00
ホテル泉國邸（出水市）

9月17日(木)
19：00～20：40
（web配信）

演題等

講師

慢性疼痛診療の実際～診断から治療まで～

ゆのもと記念病院 院長 津守伸浩 先生

慢性心不全と糖尿病治療について（仮）

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科 教授 大石 充 先生

病診連携によるCKD対策：腎性貧血を中心に

インターフェロンβ結膜下注射が奏効した結膜悪性黒色腫の1例 他

乳幼児に対する涙道内視鏡検査について
緑内障の予後適正化を求めて
※参加費：3,000円

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

63

鹿児島大学病院 林 葵子 先生 他
園田病院 園田真也 先生 他
海谷眼科・岩田和雄記念海仁緑内障センター センター長 山本哲也 先生

3
4
9

糖尿病内科医の糖尿病治療戦略―HbA１c至上主義からの脱皮― 他 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 他

76

上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋昌子 先生 他 73
糖尿病での減塩指導の重要性と具体的指導方法
第19回鹿児島市域糖尿
糖尿病患者のシックデイルールと外来での指導について 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 助教 有村愛子 先生 76
病医療連携体制講習会
鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科 部長 郡山暢之 先生 82
GLP1RA注射薬を日常臨床でどう使うか
不眠症治療薬の使い分け―レンボレキサントの特性も含めて― 日本大学医学部 精神医学系精神医学分野 教授 鈴木正泰 先生 20
不眠症診療Webセミナー
in 鹿児島（web講演会）

てんかん診療Webセミ
ナー（web講演会）
鹿児島市内科医会9月例
会（web講演会）
大隅地区学術講演会
（web講演会）
出水郡医師会学術講演
会

COVID-19流行下におけるてんかん診療

鹿児島県のCOVID-19の現状と外来診療上の課題

運動器疾患の疼痛治療

鹿児島大学病院 てんかんセンター センター長・ 35

1
鹿児島県眼科医会
1
3
1
1
鹿児島県医師会
1 3
1
1
田辺三菱製薬
1 第一三共
後援：鹿児島市医師会
0.5
鹿児島市医師会
0.5 1.5 大正製薬
0.5
1
エーザイ
1 後援：鹿児島市医師会
1

第一三共
鹿児島大学大学院脳神経外科学 准教授 花谷亮典 先生
1 ユーシービージャパン
後援：鹿児島市医師会
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
8 0.5
鹿児島市内科医会
12 0.5 1 杏林製薬
後援：鹿児島市医師会
鹿屋市医師会、曽於医師会
森園病院 副院長 福元銀竜 先生
60 0.5
61 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会

※参加費：1,000円（日整会単位申請者のみ）

大隅臨床整形外科医会、第一三共

慢性腎臓病（CKD）対策と多職種連携～新しい治療の進歩～ 小倉記念病院 副院長・腎臓内科 部長 金井英俊 先生 10 0.5

第188回 鹿児島消化器 H.pylori除菌後の問題点―最近の話題―
内視鏡研究会
（web講演会）

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

73 0.5
日置市医師会
76 0.5 1 小野薬品工業
アストラゼネカ
埼玉医科大学 腎臓内科 教授 岡田浩一 先生 12 0.5
鹿児島県内科医会
73 0.5 1 協和キリン

4
日医かかりつけ医機能研修 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 15
制度応用研修会
認知症、ポリファーマシーと適正処方
第2回伝達講習（DVD講習） 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
29
Diabetes Update in 鹿児島～
合併症発症・進展阻止を見据
えた糖尿病治療～（web講演
会）

1

主催・共催者

大分大学 福祉健康科学部 教授・
大分大学医学部 内視鏡診療部 診療教授 兒玉雅明 先生

出水郡医師会
65 0.5 1 出水郡薬剤師会
協和キリン
52 1.5
EAファーマ
1.5 鹿児島消化器内視鏡研究会

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
(令和2年9月分)
開催日時・会場
9月18日(金)
19：00～20：00
(web配信)
9月24日(木)
19：00～20：10

講習会名
鹿児島嶼オンラインセミ
ナー（web講演会）

演題等

講師

電解質管理での心血管予後改善する秘訣とは？

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

新規吸入薬を含めた最新のCOPD治療について

熊本中央病院 呼吸器内科 診療部長 平田奈穂美 先生

大隅地区学術講演会

ホテルさつき苑（鹿屋市）

9月24日(木)
19：00～20：00
（web配信）
9月25日(金)
18：30～19：30
肝属東部医師会館(肝属郡)

9月25日(金)
19：00～20：20
ホテルオートリ（薩摩川内市）

9月25日(金)
19：00～20：30
（web配信）
9月26日(土)
14：00～17：10
肝属東部医師会館(肝属郡)

9月26日(土)
14：00～18：00
薩摩郡医師会病院(薩摩郡)

9月28日(月)
19：00～20：00
（web配信）
9月29日(火)
18：30～19：30
（web配信）
9月29日(火)
19：00～20：00

高齢者疾患webセミナー
（web講演会）
令和2年度肝属東部医師
会医療従事者研修会～
感染症対策講演会～

糖尿病と循環器疾患―COVID19とJCSガイドラインを考える― 佐賀大学医学部 内科学講座 主任教授 野出孝一 先生

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の現状と取り組みについて 県民健康プラザ鹿屋医療センター 感染管理認定看護師 永山由香 氏 他

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

9 0.5
大島郡医師会
44 0.5 1 奄美薬剤師会
アストラゼネカ
鹿屋市医師会、曽於医師会
45 0.5
46 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
アストラゼネカ
74 0.5
第一三共
76 0.5 1 鹿児島県内科医会
8

1

肝属東部医師会
1

済生会福岡総合病院 副院長 久保田 徹 先生 42 0.5
川内市医師会
43 0.5 1 ノバルティスファーマ
大塚製薬
埼玉医科大学国際医療センター 消化器内科 教授 良沢昭銘 先生 52 0.5
鹿児島消化器疾患研究会
胆膵内視鏡診療の最前線
第6回鹿児島消化器疾患 酸関連疾患治療のための知っておくべきクスリの話～PPIも含めて～ 浜松医科大学 臨床研究センター 病院教授 古田隆久 先生
73 0.5 1 アストラゼネカ、第一三共
研究会（web講演会）
後援：鹿児島市医師会
日医かかりつけ医機能研 【専門医共通講習―①医療倫理（必修）】かかりつけ医の倫理 中京大学 法務総合教育研究機構 専任教授 稲葉一人 氏 他 2 1
肝属東部医師会
修制度応用研修会
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
10 0.5
3
（DVD講習）第1回伝達講 在宅医療、多職種連携
多摩ファミリークリニック 院長 大橋博樹 先生
72 1
習会
80 0.5
2020年度地域包括診療 糖尿病
菅原医院 院長 菅原正弘 先生
29 1
薩摩郡医師会
加算・地域包括診療料に 認知症
ゆう心と体のクリニック 院長 瀬戸裕司 先生
74 1
4
係るかかりつけ医研修会 脂質異常症
江草玄士クリニック 院長 江草玄士 先生
75 1
（DVD講習会)
角谷リハビリテーション病院 院長 有田幹雄 先生 76 1
高血圧症
高知鏡川病院 副院長・睡眠医療センター 所長 川田誠一 先生 20
不眠症の治療戦略―新薬の誕生―
1
姶良地区医師会
姶良地区医師会学術講
1 エーザイ
演会（web講演会）
川内市医師会学術講演
会

心不全治療の最新話題（仮）

後援：姶良地区内科医会

緩和ケアWEBセミナー
(web講演会)

緩和ケア診療 UP TO DATE

長崎大学病院 麻酔科・緩和ケアセンター 助教 石井浩二 先生

81

CKD患者の高カリウム血症管理

鹿児島市立病院 腎臓内科 部長待遇 野崎 剛 先生

9 0.5
曽於医師会
73 0.5 1 アストラゼネカ

曽於医師会学術講演会

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

曽於医師会立病院(曽於市)

9月29日(火)
19：00～20：00
ホテル京セラ(霧島市)・（web配信）

第476回姶良地区内科医
会（web講演会）

慢性腎臓病診療のアンメットニーズ～高カリウム血症管理の重要性～ 琉球大学病院 血液浄化療法部 診療教授・部長 古波蔵健太郎 先生

24 0.5
姶良地区医師会
73 0.5 1 姶良地区内科医会
アストラゼネカ

