令和3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
7月分
開催日時・会場

講習会名

7月2日(金)
がんトータルケアWeb
18：45～20：15
セミナー(Web講習会)
（Web配信）
7月2日(金)
第1回糖尿病重症化予
19：00～21：00
防推進研修会
鹿児島県医師会館（鹿児島市）

演題等

講師

がん拠点病院としての当院の緩和ケアの現状と課題

いまきいれ総合病院 緩和医療科 部長 大瀬 克広先生

癌と静脈血栓症〜DOACはどこまで有用？〜

長崎大学病院 循環器内科 病院准教授 池田 聡司 先生

鹿児島の甘辛料理と上手に付き合う方法！
高血圧にならないためのちょっとした秘訣

鹿児島厚生連病院 栄養管理科指導主幹/鹿児島県栄養士会 理事 油田 幸子 氏

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
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

11 0.5
第一三共
74 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
80 0.5
74 1
鹿児島県医師会
82 1 2

7月3日(土)
アルコール依存症に対する内観療法の予後他 指宿竹元病院 竹元 隆洋 先生他
5 0.5
鹿児島精神神経学会
鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 佐々木 なつき 先生
14:30～18:45 第104回鹿児島精神神 当院における児童思春期症例
15 1.5
大日本住友製薬
脳卒中患者の認知機能障害 -展望記憶と遂行機能との関連性を中心に-他 鹿児島大学医学部 保健学科 作業療法学専攻 窪田 正大 氏 72 0.5 3.5
経学会(Web講習
会)(ハイブリッド形式) 遅発性ジスキネジアにより重篤な脱水症状を呈した統合失調症の一例 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター 神崎 至乃 先生 73 0.5
伝統的精神医学の思想 精神医学における疾患とは 聖マリアンナ医科大学 神経精神科 教授 古茶 大樹 先生 78 0.5
7月3日(土) 第5回日本臨床薬理学会 独自開発の増殖制御型アデノウイルスSurv. m-CRA-1を用いたFirst-In-Human医師主導治験 鹿児島大学 保健学科 教授 永野 聡 先生 29 1
日本臨床薬理学会
慶應義塾大学 医学部 教授 岡野 栄之 先生 83 0.5 1.5 鹿児島県病院薬剤師会
10:00～17:00 九州・沖縄地方会(Web講 iPS細胞技術を用いた精神•神経疾患の研究
習会)(ハイブリッド形式)
協和キリン、アガサ、ノボノルディスクファーマ
※参加費3000円
鹿児島大学大学院 リハビリテーション医学分野 教授 下堂菌 恵 先生 12 0.5
7月3日(土) 鹿児島県内科医会学術講 脳卒中リハビリテーションの最近の話題
鹿児島県内科医会
18：00～19：10 演会(Web講習会)(ハイブ
78 0.5 1 協和キリン

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信）

7月6日(火)
18：45～20：00
（Web配信）
7月7日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
7月7日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
7月7日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
7月8日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
7月9日(金)
18：45～20：00

リット形式)

カテーテル治療Webセ
ミナー(Web講習会)
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)

日置市医師会学術講
演会(Web講習会)
出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

カテーテル治療周術期管理について〜生活習慣病のケア〜 鹿児島医療センター 循環器内科 部長 東 健作 先生
冠動脈疾患に対する抗血栓療法のニューノーマル 〜2020 JCS GLを読み解く〜

福岡山王病院 病院長・循環器センター長/国際医療福祉大学 教授 横井 宏佳 先生

高中性脂肪血症合併肝疾患におけるSPPARMαの有用性について 九州医療センター 肝臓センター 部長 中牟田 誠 先生

42 0.5
第一三共
73 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
73 0.5
興和
75 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

糖尿病内科医からみたSGLT-2阻害薬の有効性と注意点 いづろ今村病院 糖尿病内科 主任部長 新中須 敦 先生 43 0.5
糖尿病患者での検脈の重要性-BJCS/JDS合同コンセンサスステートメントと抗凝固療法について-

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

JCSガイドラインに沿った抗血小板療法
超高齢社会における脳卒中診療

出水総合医療センター 循環器内科 部長 上田 隆士 先生

下肢血管病変について-PADとVTE 始良脳心連関WEBセミ
脳血管内治療の最前線-抗凝固療法を含めてナー(Web講習会)

鹿児島市内科医会学術講 知っておきたい頭部MRIの基本
演会(Web講習会)(ハイブ
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) リッド形式)

7月9日(金) 第54回鹿児島地域医 巡回診療医師としてのかかわり
18：00～19：30 療教育講演会(Web講
（Web配信） 習会)

九州医療センター 脳血管センター 部長/脳血管・神経内科 科長 杉森 宏 先生

日置市医師会
76 0.5 1 第一三共
75 0.5
出水郡医師会
78 0.5 1 第一三共

鹿児島市立病院 循環器内科 科長 尾辻 秀章 先生
鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生

32 0.5
姶良地区医師会
63 0.5 1 第一三共

鹿児島大学大学院 放射線診断治療学分野 教授 吉浦 敬 先生

29 0.5
鹿児島市内科医会
32 0.5 1 協和キリン
後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

鹿児島県立大島病院 外科・総合診療科(兼十島村南部3島巡回診療医師)濵平 昂一 先生

鹿児島大学大学院地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター
1 0.5
10 0.5 1.5
12 0.5
後援：鹿児島県医師会

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

令和3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
7月分
開催日時・会場

講習会名

演題等

7月9日(金)
労働衛生関係法令
大島地区日医認定産
18：30～21：30
働き盛りのがん対策
業医研修会
大島郡医師会館(奄美市)
産業保健に関する意見交換会
7月10日(土)
健康づくリのための運動指導について
14：00～17：10
労働衛生関係法令
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 日医認定産業医研修
会
7月12日(月)
19：00～20：30
(Web配信)
7月12日(月)
19：00～20：00
（Web配信）
7月13日(火)
19：00～20：00
（Web配信）
7月13日(火)
19：00～20：30
（Web配信）
7月13日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
7月13日(火)
19：00～20：00
（Web配信）
7月13日(火)
19：00～20：00
（Web配信）
7月14日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
7月14日(水)
19：00～20：00
（Web配信）

講師
鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生
鹿児島県民総合保健センター所長・鹿児島県医師会 常任理事 桶谷 薫 先生
鹿児島県民総合保健センター所長・鹿児島県医師会 常任理事 桶谷 薫 先生

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

鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生

第29回鹿児島消化器・ 腎臓と臓器連関からみた高血圧の病態と治療-RAA系とNa利尿ペプチド系の意義- 熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学分野 教授 向山 政志 先生
生活習慣病フォーラム ボノプラザンの安全性-VISION研究を中心に- 国立国際医療研究センター 国府台病院 名誉院長 上村 直実 先生
(Web講習会）
信州大学医学部 運動機能学教室 准教授 中村 幸男 先生
Osteoporosis Live
骨粗鬆症薬物治療 up to date
Symposium in 奄美
(Web講習会)
在宅におけるがん治 地域連携を含めた在宅緩和医療の取り組み 〜オピオイドの使い方を含めて〜 要町病院 副院長 吉澤 明孝 先生
療のトータルケアセミ 腫瘍循環器学 新しい循環器臨床分野 〜がん患者のVTEマネジメント〜 鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 徳重 明央 先生
ナー(Web講習会)
当院でのOLS活動について〜FLSを中心に〜 恒心会おぐら病院 整形外科 医長 海江田 光祥 先生
大隅臨床整形外科医
難渋する続発性骨粗鬆症に伴う脊椎椎体骨折治療 九州労災病院勤労者骨・関節疾患治療研究センター センター長 今村 寿宏 先生
会学術講演会(Web講
※参加費1000円
習会)
鹿児島CKDフォーラ厶
(Web講習会)
鹿児島県透析医会学
術講演会(Web講習会)
川内市医師会学術講
演会(Web講習会)
出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)
CTD-PAH Web
Seminar in 鹿児島
(Web講習会)

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

6
9
12
6
7
11
23
63
82
7
73
74
11
77

1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

単
位

主催・共催者
鹿児島県医師会、大島郡医師会

3 鹿児島産業保健総合支援センター
鹿児島県医師会
鹿児島産業保健総合支援センター

3

鹿児島消化器・生活習慣病フォーラム

1.5 武田薬品工業

大島郡医師会
1 奄美薬剤師会
第一三共
73 0.5
第一三共
80 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
60 0.5
大隅臨床整形外科医会
持田製薬、持田製薬販売、科研製薬
63 0.5
1.5
後援：鹿屋市医師会、曽於医師会
77 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会

佐賀県における糖尿病性腎症重症化３防対策

佐賀大学医学部付属病院 肝臓•糖尿病•内分泌内科 教授 安西 慶三 先生

10 0.5
鹿児島CKDフォーラム
12 0.5 1 中外製薬
後援：鹿児島市医師会
10 0.5
鹿児島県透析医会
73 0.5 1 協和キリン

腎性貧血治療 Next Stage

久留米大学医学部 内科学講座腎臓内科部門/平田内科小児科医院 中山 陽介 先生

抗血栓療法のNew Normal

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 先生

糖代謝異常の循環器病を考える

天陽会中央病院 循環器内科 加治屋 崇 先生 74 0.5

膠原病の早期診断と治療、CTD-PAH診療連携の重要性

鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 診療講師 秋元 正樹 先生

膠原病性肺高血圧症の早期Catch Up～私たちができること～

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪田 佳代子 先生

43 0.5
川内市医師会
73 0.5 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ
出水郡医師会
76 0.5 1 田辺三菱製薬、第一三共
24 0.5
ヤンセンファーマ、日本新薬
45 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

令和3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
7月分
開催日時・会場

7月14日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
7月15日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
7月15日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
7月15日(木)
19：00～20：10
（Web配信）
7月16日(金)
19：00～20：00
（Web配信）
7月16日(金)
19：00～20：30
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島(鹿児島市)(Web配信）

講習会名

演題等

薩摩川内糖尿病
ライフステージごとの糖尿病治療
OnlineSymposium(Web
講習会)
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〜
鹿児島県内科医会
WEB講演会(Web講習
会)
大島郡医師会オンライ アレルギー性皮膚疾患について
ンセミナー(Web講習
会)
大隅地区We b学術講
演会(Web講習会)
第2回 ホネを考える、
WEBセミナー(Web講習
会)
腸内細菌を語る会in鹿児島〜
腸から健康を考える〜(Web講
習会)（ハイブリッド形式）

ｺｰﾄﾞ 単位

主催・共催者

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

63 0.5
鹿児島県内科医会
76 0.5 1 第一三共

藤田医科大学 総合アレルギーセンター センター長 矢上 晶子 先生

26

園田クリニック 院長 園田 紀之 先生

院内で発生するトラブルと事前•事後の対応法〜抗血栓領域での医療訴訟〜 北浜法律事務所・外国法共同事業 医師・弁護士 長谷部 圭司先生

15 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
76 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
田辺三菱製薬、第一三共
6 0.5
第一三共
62 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

腸内細菌代謝産物と肥満
腸内細菌と臓器相関

大正製薬、ビオフェルミン製薬
23 0.5
54 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

糖尿病治療薬の実践的使用法〜どのような症例にどう使うべきか〜

人工膝関節置換術における近年の進歩と変化～虚血性の術後合併症対策を含めて～ 天陽会中央病院 整形外科 部長/鹿児島大学大学院 客員研究員 今村 勝行 先生

京都大学大学院 生命科学研究科 高次生命科学専攻 生体システム学分野 教授 木村 郁夫 先生

慶應義塾大学医学部 内科学(消化器) 教授 金井 隆典 先生
鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 教授 井戸 章雄 先生

北浜法律事務所・外国法共同事業 医師・弁護士 長谷部 圭司 先生

（ハイブリッド形式）

6
8

1

単
位

76

オピオイド使用で転院・退院で困った事例〜医師の立場から〜 産業医科大学病院 緩和ケアセンター 助教 白石 朝子 先生
7月19日(月)
緩和ケア連携Webセミ 緩和ケア診療up to date〜がん疼痛の薬物療法に関するガイドラインをふまえて〜 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
18：40～20：15
ナー(Web講習会)
（Web配信）
鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 小木曽 和磨 先生
7月20日(火) 第22回鹿児島市域糖尿病医 2型糖尿病症例の治療中断をどう防ぐか
18：45～20：30 療連携体制講習会(Web講習 主治医、コメディカルのための食事療法指導のコツ(時間栄養学など) 上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋 昌子 先生
会)(ハイブリッド形式)
DKDにおける電解質管理について(腎専門医から) 白石病院 腎臓内科部長 徳永 公紀 先生
天陽会中央病院 循環器内科 不整脈センター センター長 佐藤 大祐 先生
7月20日(火) 循環器医療のUp to
植え込み型除細動器はじめました
新型心不全治療薬による循環器医療のニューノーマル 済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 先生
19：00～20：30 date WEBセミナー
（Web配信） （Web講習会）
7月20日(火) 高尿酸血症Webセミ
CKDと高尿酸血症
川内まきのせ泌尿器科 出口 央晋 先生
19：00～20：00 ナーin川薩(Web講習
（Web配信） 会)
7月21日(水) 学校医会研修会(Web 学校で行うべき新型コロナウイルス感染症対策 鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村 英樹 先生
19：00～20：30 講習会)(ハイブリッド形
式)
7月26日(月) がんのトータルケアセ 静脈血栓塞栓症とがん〜最新のリアルワールドエビデンス〜 島根大学医学部附属病院 呼吸器・化学療法内科 講師 津端 由佳里 先生
18：30～19：40 ミナー鹿児島(Web講習 静脈血栓塞栓症(VTE)診療体制の再整備-プロトコール作成とその運用- 九州大学病院 循環器内科 講師 日浅 謙一 先生
（Web配信） 会)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信）

CC

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

7月17日(土) 鹿児島県医療法人協会 B型・C型肝炎の診断と治療
14：00～16：00 学術講演会(Web講習会) 日常診療における説明責任
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信）

講師

1

小野薬品工業、アストラゼネカ
1 後援：川内市医師会

大島郡医師会、奄美薬剤師会
1 杏林製薬

1
アッヴィ
1 2 後援：鹿児島県医療法人協会

12 0.5
川内市薬剤師会
81 1 1.5 第一三共
後援：川内市医師会
73 0.5
鹿児島市医師会
76 0.5 1.5 サノフィ
82 0.5
ノバルティスファーマ、大塚製薬
43 0.5
73 1 1.5 後援：鹿児島市医師会
61 0.5
持田製薬
73 0.5 1 後援：川内市医師会
8

1

鹿児島市医師会
1

鹿児島市医師会館(鹿児島市)（Web配信）

16 0.5
姶良地区医師会
44 0.5 1 第一三共

令和3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
7月分
開催日時・会場

7月26日(月)
18：45～19：45
（Web配信）
7月28日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
7月28日(水)
18：50～20：10
（Web配信）
7月28日(水)
19：00～20：00
鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信）

7月29日(木)
19：00～20：10
（Web配信）
7月30日(金)
18：30～19：40
（Web配信）
7月30日(金)
19：00～20：30
（Web配信）
7月30日(金)
19：00～20：20
（Web配信）

講習会名
Pain Live
Symposiurm(Web講習会)

演題等
整形外科医からみた末梢性神経障害性疼痛のマネジメント

いちき串木野市医師 骨粗鬆症治療の最適化
会WEB講演会(Web講
習会)
服薬アドヒアランス向上を目指したテネリグリプチンOD錠の臨床投入開始
糖尿病合併症予防セミ
ナー2021 in鹿児島(Web講 合併症予防を見据えた糖尿病治療
習会)

講師
自治医科大学付属さいたま医療センター 整形外科 教授 秋山 達 先生

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

帝京平成大学薬学部・物理薬剤学ユニット 教授 /静岡県立大学薬学部 客員教授 並木 徳之 先生

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 教授 西尾 善彦 先生

令和3年度鹿児島県リハビリ 新型コロナウイルスの医療機関・施設内感染対策とリハビリテーション 鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村 英樹 先生
テーション施設協議会第1回研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

60 0.5
第一三共
63 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
いちき串木野市医師会、いちき串木野市内科医会
73 0.5
77 0.5 1 第一三共

49 0.5
田辺三菱製薬、第一三共
73 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
8

1

鹿児島県リハビリテーション施設協議会

1

バスキュラーアクセスのこれから～高齢化、血管石灰化、過剰血流～

四枝内科 副院長 四枝 英樹 先生

73

第480回始良地区内科医
会 睡眠薬の適正使用を
考える会(Web講習会)

内科医の視点から考える不眠症治療〜アテネ不眠尺度の活用も含めて～

くわみず病院 院長 池上 あずさ 先生

姶良地区医師会、姶良地区内科医会
20 0.5
69 0.5 1 エーザイ

実臨床における抗血
栓療法を考える会
(Web講習会)
パーキンソン病セミ
ナーin大隅(Web講習
会)

むくみの診療にエコーを活かす～VTE診療の最前線～

公立学校共済組合 九州中央病院 循環器内科 部長/九州大学医学部 臨床教授 小田代 敬太 先生

抗血栓療法のNew Normal

済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 先生

これからのパーキンソン病治療について

藤元総合病院 神経内科 部長 大窪 隆一 先生 62 0.5

鹿児島県透析医会学
術講演会(Web講習会)

1

鹿児島県透析医会
1 キッセイ薬品工業

15 0.5
バイエル薬品
63 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
小野薬品工業

70 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

