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1月11日(火) 高血圧治療と生活習慣病 鹿児島医療センター 循環器内科部長 東 健作 先生 74 1 指宿医師会、指宿内科医会、指宿市薬剤師会

19：15～20：15 大塚製薬、ノバルティスファーマ
(Web配信)

1月12日(水) 転倒転落を減らすための当院での取り組み 出水郡医師会広域医療センター 看護部  山下 洋平 氏 他 19 0.5 エーザイ
19：00～20：30 医療安全を考慮した不眠症治療のあり方 市比野記念病院 理事長 黒田 篤 先生 20 1 後援：川内市医師会、薩摩郡医師会

(Web配信)
1月13日(木) サイバー犯罪の現状について 鹿児島県警察本部 サイバー犯罪対策課 課長 髙野 信司 氏 1 0.5 鹿児島県医師会

19：00～20：30 虐待の現状について 鹿児島県警察本部 人身安全・少年課 課長 谷口 真二 氏 4 0.5
鹿児島県医師会館(鹿児島市)

1月13日(木) 全身性エリテマトーデスにおけるT2Tの現状と課題 鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 診療講師 秋元 正樹 先生 73 1 鹿児島市内科医会
19：00～20：00 旭化成ファーマ

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

1月14日(金) 新しい糖尿病薬イメグリミンに期待すること～糖尿病臨床とミトコンドリア～ いづろ今村病院 名誉院長/慈愛会糖尿病センター センター長 鎌田 哲郎 先生 76 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会
19：00～20：00 大日本住友製薬

(Web配信)
1月14日(金) 脳ドックを活かした抗凝固療法の取リ組み 北斗病院 脳神経内科 副院長 金藤 公人 先生 11 1 第一三共

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

1月15日(土) 集学的慢性疼痛治療の実際～運動療法と神経ブロックを中心に～ 港南ひだまりペインクリニック 院長 豊川 秀樹 先生 60 1 鹿児島疼痛懇話会
17：45～20：10 見落としがちな腰痛をきたす疾患の診断と治療 九州中央病院 副院長・整形外科 部長 有薗 剛 先生 73 1 日本臓器製薬

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

1月17日(月) 依存症”これからの潮流” 森口病院 院長 田中 大三 先生 11 1 鹿児島県内科医会、森口病院
19：00～20：15 大塚製薬

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島県
1月18日(火) 腎性貧血の治療の実際〜HlF PH阻害薬をいかに活用するか〜 日本大学 腎臓高血圧内分泌内科 主任教授 阿部 雅紀 先生 73 1 田辺三菱製薬

18：50～20：20 扶桑薬品
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会

1月18日(火) 最近のパーキンソン病治療について 新門リハビリテーションクリニック 院長 加世田 俊 先生 19 1 エーザイ
18：45～20：15 後援：川内市医師会

(Web配信)
1月18日(火) 宿日直許可申請について 鹿児島労働局 労働基準局監督課 主任監察官 池濱 輝生 氏 6 1 鹿児島県医師会、鹿児島県医療勤務環境改善支援センター

18：30～20：30 労働時間管理の基本的な考え方〜医療機関が取組むべきこと〜 鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 労務管理アドバイザー/特定社会保険労務士・産業カウンセラー 新屋 尋崇 氏 7 1
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

1月19日(水) カテーテル治療の新展開〜抗血栓療法も含めて〜 鹿児島大学病院 心臓血管内科 助教 診療講師 神田 大輔 先生 24 0.5 姶良地区医師会
19：00～20：10 42 0.5 第一三共

(Web配信)
1月19日(水) がん疼痛におけるオピオイドの使い方〜がん疼痛ガイドライン2020をふまえて〜 鹿児島厚生連病院 消化器外科 部長 坂元 昭彦 先生 73 0.5 熊毛地区医師会

19：00～20：00 がん治療と血栓症治療のコンビネーション“KEEP-ACT2”の概念について 岐阜大学大学院 医学系研究科 外科学講座 消化器外科 臨床准教授 田中 善宏 先生 81 0.5 第一三共
(Web配信)

がん治療のトータルケア
Ｗebセミナー(Web講習会) 1

パーキンソン病を考える
会in北薩(Web講習会) 1

第2回医師の働き方改革
に関するセミナー(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

2

心疾患医療連携Webセミ
ナー(Web講習会) 1

第20回鹿児島疼痛懇話
会 2

アルコール健康障害の始まりか
ら治療そして展望 依存症治療に
おける予防・早期介入と治療の実
現(Web講習会)(ハイブリッド形式)

1

鹿児島CKD診療連携セミ
ナー(Web講演会) 1

鹿児島市内科医会学術講
演会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

DUAL Seminar in 奄美
(Web講習会) 1

脳卒中予防WEBセミナー
(Web講習会) 1

地域医療連携Webセミ
ナーin北薩(Web講習会) 1.5

鹿児島県医師会防犯協議
会特別講演会 1

指宿内科医会学術講演会
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1
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1月20日(木) 肝硬変診療ガイドライン2020のトピックス、及び最新の腹水治療戦略について 鹿児島厚生連病院 副院長 兼 内科統括部長 平峯 靖也 先生 21 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19：00～20：00 27 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会、鹿屋地区内科医会

(Web配信) 大塚製薬
1月22日(土) がん疼痛治療の基本と実際(仮) とみやす在宅クリニック 院長 冨安 志郎 先生 0 0.5 厚生労働省麻薬・覚せい剤乱用防止センター

15：00～18：15 緩和薬物治療における薬剤師の役割(仮) 相良病院 薬剤部 川床 優子 氏 4 1
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) パネルディスカッション いづろ今村病院 緩和ケア科 診療部長 松下 格司 先生 10 0.5 後援：鹿児島県、鹿児島県医師会、鹿児島県薬剤師会

1月24日(月) COVID-19流行下での静脈血栓症を考える 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 44 0.5 第一三共
18：45～20：15 症例から考察するCOVID-19後遺症の病態と診療の実際 北野病院 呼吸器内科 部長 丸毛 聡 先生 45 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
1月25日(火) 超高齢・高出血リスク心房細動患者への新たな選択肢～エドキサバン15 mgが切り拓く未来～ 京都医療センター 循環器内科 部長 赤尾 昌治 先生 32 0.5 川内市医師会

19：00～20：10 43 0.5 第一三共
(Web配信)

1月26日(水) ぺマフィブラートの肝機能に与える影響について 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 助教 馬渡 誠一 先生 73 0.5 興和
18：50～20：30 PPARaを標的とした肝臓病・脂質異常症の治療戦略―より強く、より効果的に― 信州大学医学部 国際交流推進室 教授 田中 直樹 先生 75 1 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
1月26日(水) 超高齢社会におけるロコモティブシンドロームと脊椎疾患 九州大学病院 リハビリテーション科 准教授 川口 謙一 先生 10 0.5 姶良地区医師会

18：30～20：00 骨と軟部組織に配慮した股関節手術 〜骨粗鬆症治療も含めて〜 浜の町病院 整形外科 部長・リハビリテーション科 部長 馬渡 太郎 先生 60 0.5 第一三共
(Web配信) 77 0.5

1月26日(水) 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 くらし保健福祉部 障害福祉課 自立支援係 主事 町田 菜那未 氏 6 0.5 鹿児島県医師会、鹿児島県
19：00～20：30 障害者総合支援法に基づく障害支援区分認定のための医師意見書の記載方法 鹿児島県医師会 理事 石川 勉 先生 19 0.5

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 医師意見書の充実のために(記載事例) 鹿児島県医師会 常任理事 赤崎 安隆 先生 29 0.5
1月27日(木) 糖尿病患者さんへの栄養食事指導 池田病院 栄養科 松井 香代子 氏 73 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会

19：00～20：10 コントロールに難渋する糖尿病患者の見方について〜症例を中心に～ 鹿児島厚生連病院 糖尿病内科 部長 細山田 香 先生 82 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

(Web配信) 田辺三菱製薬、第一三共
1月27日(木) 骨形成促進薬使用後の逐次療法〜大腿骨近位部骨折後を中心とした臨床現場から〜 米盛病院 整形外科 骨粗鬆症センター センター長 長谷 亨 先生 11 0.5 第一三共

18：45～19：45 77 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

1月28日(金) がん疼痛治療Up to Date 他 埼玉県立がんセンター 緩和ケア科 科長 余宮 きのみ 先生 他 9 0.5 姶良地区医師会
18：30～19：45 81 0.5 第一三共

(Web配信)
1月28日(金) 脳梗塞再発予防のための抗血小板療法～プラスグレルへの期待～ 九州大学大学院 医学研究院 病態機能内科学 教授 北園 孝成 先生 32 1 第一三共

18：50～20：10 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

1月29日(土) 脊椎外科治療―最近のトライアル― 鹿児島赤十字病院 第一整形外科 部長 山元 拓哉 先生 60 1 鹿児島市整形外科医会、鹿児島県整形外科医会

16：50～19：00 仙腸関節機能障害(原発性仙腸関節症)の病態と実際の対応について 南風病院 整形外科 部長 古賀 公明 先生 61 1 大正製薬
（Web配信) 参加費1,000円
1月30日(日) 肝疾患に係る医療費助成制度 他 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 73 1 鹿児島大学病院肝疾患相談センター

9：30～11：20 鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

(Web配信) 後援：鹿児島県、鹿児島県医師会

令和3年度第3回鹿児島
県肝疾患診療連携ネット
ワーク研修会(Web講習
会)

1

がんのトータルケアセミ
ナー〜地域で診る緩和ケ
ア〜(Web講習会)

1

脳卒中Webセミナー in
Kagoshima (Web講習会) 1

令和3年度鹿児島地区整
形外科教育研修会(Web
講習会)

2

障害支援区分認定主治医研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1.5

大隅地区Web学術講演会
(Web講習会) 1

Osteoporosis Live
Symposium (Web講習会) 1

川内市医師会学術講演会
(Web講習会) 1

高中性脂肪合併肝疾患に
対する適正な治療戦略
(Web講習会)

1.5

整形外科疾患セミナーin
鹿児島(Web講習会) 1.5

大隅学術講演会・鹿屋地区内
科医会学術講演会 〜肝硬変
診療ガイドライン2020を学ぶ〜
(Web講習会)

1

がん疼痛緩和のための医療用
麻薬適正使用推進講習会
(Web講習会)(ハイブリッド形式)

2

COVID-19を考えるin鹿児
島(Web講習会) 1


