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
(12月分)
開催日時・会場
12月1日(火)
18：45～20：15
（web配信)
12月1日(火)
19：00～20：00
（web配信)
12月2日(水)
18：00～19：00
（web配信）

講習会名

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

Pain Live Symposium ～ 化学療法誘発神経障害性疼痛について
がん性疼痛を考える～ 緩和ケア診療～より良い疼痛管理を目指して～
（web講演会)
アルドステロン作用を意識した高血圧治療
高血圧Web Seminar（web
講演会)

福岡大学医学部 消化器外科 診療教授 吉田陽一郎 先生

63 0.5
第一三共
鹿児島医療センター 統括診療部長 松崎 勉 先生 81 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科 助教 橋口 裕 先生

74 0.5
姶良地区医師会
76 0.5 1 第一三共

第49回鹿児島地域医療 地域と進める人材育成と医療支援の取組
教育講演会(web講演会)

長崎大学病院 総合診療科 教授 前田隆浩 先生

1 0.5
12 0.5

鹿児島大学大学院地域医療学分野

1

離島へき地医療人育成センター
鹿児島大学医学部、鹿児島県くらし保健福祉部医師・看護人材課

日本プライマリ・ケア連合会鹿児島支部会

12月3日(木)
mCSPC治療に対する更なる集学的治療：Update2020 佐藤威文前立腺クリニック 院長 佐藤威文 先生 65 0.5
鹿児島県泌尿器科医会
鹿児島県前立腺癌web講
18：30～19：30
66 0.5 1 ヤンセンファーマ
演会(web講演会)
日本新薬
大阪大学国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学 共同研究部門 特任教授 井上善文 先生
12月4日(金) 第2回大隅地区感染管理 栄養と感染管理
8 1
池田病院
1 鹿屋市医師会
17：45～19：00 研修会～地域で感染を
池田病院(鹿屋市) 考えよう～
ニプロ
増え続ける心不全患者にどう立ち向かうか？～宮崎の心不全患者を守るための地域連携～
宮崎郡市医師会病院 循環器内科 医長 小岩屋 宏 先生 12 0.5
12月4日(金)
第一三共
心疾患医療連携WEBセミ
18：30～19：30
45 0.5 1 姶良地区医師会
ナー(web講演会)
（web配信)
鹿児島市医師会病院 診療部長 大迫政彦 先生 8 0.5
12月4日(金)
鹿児島県内におけるCOVID-19患者の現況報告
鹿児島県医師会
令和2年度代議員・役員
鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村英樹 先生 11 0.5 1
18：30～20：00
鹿児島県でのクラスター対応活動
合同懇談会
ホテルマイステイズ鹿児島天文館（鹿児島市）（web配信）

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

12月4日(金)
19：00～20：00
（web配信)
12月5日(土)
14：30～19：45
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

高血圧治療 Web
Seminar(web講演会)

新たな高血圧治療コンセプトに基づく新規 MRB エサキセレノンの位置付け 東北大学病院 腎・高血圧・内分泌科 准教授 森本 玲 先生

第103回鹿児島精神神経 精神疾患の分子遺伝学的特徴と病態解明へ向けた取り組み
学会
「発達支援」を必要としている子どもの問題行動が母親に及ぼす影響 他
鹿児島県の精神科病院における感染対策の現状～アンケート結果から～ 他

鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 教授 中村雅之 先生
鹿児島大学医学部保健学科 臨床作業療法講座 井上和博 先生 他

鹿児島県立姶良病院 新里研吾 先生 他

妄想に対してペランパネルが奏功したてんかん精神病の1例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 西村賢人 先生 他

74

15
29
72
73
1
2
7
63

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

1.5
鹿児島精神神経学会
0.5
エーザイ
3
0.5
0.5
0.5
鹿児島県眼科医会
1 2.5 千寿製薬
1
1
第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

京都府立医科大学 眼科学教室 病院教授 横井則彦 先生
12月5日(土)
ドライアイ診療 最前線と今後の課題
第267回鹿児島眼科集談
秋田大学大学院医学系研究科 眼科学講座 教授 岩瀬 剛 先生
16：00～18：30
網膜硝子体疾患における病態の解明
会
城山ホテル鹿児島(鹿児島市）
※参加費：3,000円
12月7日(月) Pain Live Symposium ～ 糖尿病患者さんに寄り添う神経障害の診療～ミロガバリンへの期待 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 特任講師 出口尚寿 先生
19：00～20：00 糖尿病性末梢神経障害
を考える～（web講演会)
（web配信)
骨折ゼロを目指した骨のトータルケア～デノスマブの有用性～ 前原総合医療病院 院長 津守伸浩 先生 63
12月8日(火)
1
川内市医師会
川内市医師会学術講演 コロナ禍における慢性疼痛治療の重要性と神経障害性疼痛のエビデンス 名古屋大学大学院医学系研究科 整形外科学 教授 今釜史郎 先生
19：00～20：30
77 0.5 1.5 第一三共
会(web講演会)
（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
(12月分)
開催日時・会場
12月9日(水)
19：00～20：00
（web配信)
12月9日(水)
19：00～20：15
（web配信)
12月10日(木)
18：45～19：45
（web配信)
12月10日(木)
19：00～20：00
（web配信)
12月10日(木)
19：00～20：10

講習会名
高血圧治療 Web
Seminar(web講演会)

演題等

講師

COVID-19と高血圧診療～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

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

74

1

主催・共催者

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

第22回薩摩川内地区消 消化器内科も知っておきたい咽頭表在癌とアルデヒド呼気テストの有用性―酸関連疾患治療も含めて― 鹿児島大学病院 消化器内科 助教 佐々木文郷 先生
化器疾患研究会
(web講演会)
大阪医科大学麻酔科学教室 教授・大阪医科大学病院 院長 南 敏明 先生
Pain Live Symposium for 最新の痛みの診断と治療
Orthopedic surgeon(web
講演会)
※参加費：1,000円（日整会単位申請者のみ）
天陽会中央病院 循環器内科 竹井達郎 先生
当院における重症下肢虚血の治療について
血栓症地域連携WEBセミ
天陽会中央病院 循環器内科 臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生
抗血栓療法ガイドライン Update
ナー(web講演会)

49 0.5
第一三共
82 0.5 1 アストラゼネカ
後援：川内市医師会
62 0.5
鹿児島県整形外科医会
63 0.5 1 大隅臨床整形外科医会
第一三共
50 0.5
第一三共
62 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

腎性貧血の診断とHIF-PH阻害薬への期待
鹿児島腎性貧血治療セミ
バダデュスタットの臨床での適正使用について
ナー(web講演会)

7 0.5
田辺三菱製薬
73 0.5 1 扶桑薬品工業
後援：鹿児島市医師会
8 0.5
曽於医師会
12 0.5 1 杏林製薬

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

鹿児島市立病院 腎臓内科 部長待遇 野﨑 剛 先生 他

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

12月10日(木)
曽於医師会学術講演会
19：00～20：15
(仮)(web講演会)
（web配信)
12月10日(木)
鹿児島県医師会地域医
19:00～20：30
療構想研修会

鹿児島県のCOVID-19の現状と外来診療上の課題(仮)

鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生

ウィズコロナ時代の地域医療構想（仮）

産業医科大学医学部 公衆衛生学教室 准教授・福岡県地域医療構想アドバイザー 松村圭司 先生

12月11日(金)
鹿児島県内科医会学術
19：00～20：00
講演会(web講演会)
（web配信)
12月11日(金)
大島郡医師会学術講演
19：00～20：00
会

循環器内科医の考える糖尿病治療～HbA1C至上主義からの脱却～ 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

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

心不全の診断と治療（仮）

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

8
12
13
76
82

0.5
鹿児島県医師会
0.5 1.5
0.5
0.5
鹿児島県内科医会
0.5 1 アストラゼネカ、小野薬品工業

11 0.5
大島郡医師会、奄美薬剤師会
73 0.5 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬

大島郡医師会館(奄美市)

12月14日(月)
18：50～20：00
（web配信)
12月14日(月)
19：00～20：00
（web配信)
12月14日(月)
19：00～20：30
（web配信)

感染症Webセミナー～インフ COVID-19の現状と外来診療での課題
ルエンザとCOVID-19同時流 インフルエンザの診断と治療戦略～COVID-19との鑑別も含めて～
行に備えて～(web講演会)

鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 先生

大勝病院 神経内科 西郷隆二 先生
脳神経内科疾患を考える パーキンソン病の診断と治療
パーキンソン病など脳神経内科疾患の地域連携～急性期病院の役割～ 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生
WEB講演会
in 鹿児島（web講演会）
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
心不全と糖尿病治療の最前線（仮）
出水郡医師会学術WEB
講演会（web講演会）

8

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

12 0.5
武田薬品工業
69 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
44 0.5
出水郡医師会
45 0.5 1.5 田辺三菱製薬
76 0.5
第一三共

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
(12月分)
開催日時・会場

講習会名

演題等

12月15日(火) 第50回鹿児島地域医療 医師に必要な資質～発熱症例を通じて～
18：00～19：00 教育講演会(web講演会)
（web配信）

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

12 0.5
地域医療部門 特任教授 井口清太郎 先生 28 0.5

主催・共催者
鹿児島大学大学院地域医療学分野

新潟大学大学院医歯学総合研究科 新潟地域医療学講座

1

離島へき地医療人育成センター
鹿児島大学医学部、鹿児島県くらし保健福祉部医師・看護人材課

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

12月15日(火)
19：00～20：00
（web配信)
12月15日(火)
19：00～20：30
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

12月15日(火)
19：30～20：40
（web配信)
12月16日(水)
18：45～19：45
（web配信)
12月16日(水)
19：00～20：00
（web配信)
12月18日(金)
18：30～19：30
（web配信)
12月18日(金)
19：00～20：00

静脈血栓塞栓症治療オ
ンラインセミナー鹿児島
（web講演会）
令和2年度鹿児島県医師
会防犯協議会
特別講演会

がんと血栓症 温故知新
人工関節置換術周術期における深部静脈血栓症

鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 特任講師 德重明央 先生

高齢者のうそ電話詐欺の現状と被害防止対策について
高齢者虐待の現状と対応について

鹿児島県警察本部 生活安全企画課 課長 岩城孝志 氏

米盛病院 関節外科 部長・人工膝関節センター センター長 水島正樹 先生

大島郡医師会オンライン
セミナー（web講演会）

4

鹿児島県警察本部 人身安全・少年課 課長 鋪根重雄 氏

鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
感染症Webセミナー～インフ COVID-19の現状と外来診療での課題
ルエンザとCOVID-19同時流 インフルエンザの診断と治療戦略～COVID-19との鑑別も含めて～ 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 先生
行に備えて～(web講演会)

脳疾患トータルケアセミ
ナー（web講演会）

73

8

1

ファイザー
1 ブリストル・マイヤーズ スクイブ
後援：鹿児島市医師会
1
鹿児島県医師会
1
1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

超高齢社会における脳卒中診療

佐賀県医療センター好生館 脳卒中センター センター長 杉森 宏 先生

30 0.5
姶良地区医師会
35 0.5 1 第一三共

コロナ禍における感染症治療と予防

産業医科大学 呼吸器内科 教授 矢寺和博 先生

8 0.5
大島郡医師会、奄美薬剤師会
28 0.5 1 杏林製薬

鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
感染症Webセミナーin大隅～イン COVID-19の現状と外来診療での課題
フルエンザとCOVID-19同時流行 COVID-19流行下におけるインフルエンザ診療―鑑別診断と治療方針を中心に― 琉球大学大学院医学研究科 感染症・呼吸器・消化器内科学講座 教授 藤田次郎 先生
に備えて～(web講演会)

8 0.5
第一三共
28 0.5 1 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会
肝属郡医師会、肝属東部医師会

心不全を合併した糖尿病治療の最新の知見（仮）

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

24 0.5
姶良地区医師会
76 0.5 1 アストラゼネカ

12月18日(金)
日置地区日医認定産業
19：00～21：00
医研修会

循環器疾患と職場の健康対策について（実地）
循環器疾患と職場の健康対策について（専門）

鹿児島大学教育学部 保健体育学科 生理学研究室 教授 前田雅人 先生

11
82

1
鹿児島県医師会
1 2 日置市医師会

12月21日(月)
Pain Live Symposium
19：00～20：00
（web講演会）
（web配信)
12月22日(火)
出水郡医師会学術講演
19：00～20：30
会(web講演会)

神経障害性疼痛に対するアプローチ～ミロガバリンへの期待～ 岡山大学病院 整形外科 助教 鉄永倫子 先生

63

1

出水郡における心不全診療に関して（仮）

出水総合医療センター 循環器内科 部長 權藤公樹 先生

心不全治療新時代～新人と古株をどう使い分ける？～（仮）

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

12月22日(火)
19:00～21：00

学童期から成人期における発達障害の診断と治療

鹿児島大学大学院 精神機能病学 助教 佐々木なつき 先生

12 0.5
出水郡医師会、出水郡薬剤師会
15 0.5 1.5 大塚製薬、ノバルティスファーマ
24 0.5
20 1 2 鹿児島県医師会
70 1

かごしま空港ホテル（web配信）

姶良地区医師会学術講
演会（web講演会）

鹿児島大学教育学部 保健体育学科 生理学研究室 教授 前田雅人 先生

日置市医師会館(日置市)

ホテル泉國邸(出水市)（web配信)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

かかりつけ医等発達障害
対応力向上研修

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

