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4月2日(土) 難治性脊椎脊髄疾患への挑戦：―変形性脊椎症による痛みも含めて― 浜松医科大学附属病院 病院長 整形外科学 教授 松山 幸弘 先生 60 1 鹿児島整形外科集談会 久光製薬：荒尾

14：20～19：00 久光製薬 099-481-9500

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 参加費2,000円
4月2日(土) 医療学の基礎1「寄り添う」 奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 特任教授 臨床心理士 皆藤 章 先生 4 0.5 鹿児島県糖尿病協会、鹿児島県糖尿病医療学研究会 ノボノルディスクファーマ：俣野

15：00～17：30 臨床的共感とコミュニケーション：糖尿病医療学における役割 奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 教授 石井 均 先生 5 0.5 鹿児島糖尿病療養指導士会、鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構 090-9330-2519

かごしま県民交流センター(鹿児島市)(Web配信) 参加費　500円 ノボノルディスクファーマ
4月9日(土) 当院のPEGについて〜振り返りとこれからの展望〜 指宿浩然会病院 大重 京子 先生 49 1 南薩PEGと経腸栄養を学ぶ会 指宿医師会：山野

15：50～17：00 指宿薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会 0993-34-2820

ふれあいプラザなのはな館(指宿市) 参加費500円 後援：指宿医師会
4月12日(火) 労働衛生関係法令 鹿児島産業保健総合支援センター　副所長　神村　健一郎　氏 6 1 鹿児島県医師会、南薩医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 新型コロナウイルス感染症と産業医 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 69 1 鹿児島県産業保健総合支援センター 青木
南薩医師会館(南さつま市) 099-254-8121

4月13日(水) 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 62 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 63 0.5 第一三共 和田
(Web配信) 0997-52-0598

4月14日(木) 間質性膀胱炎の診断と治療〜DMSOの深イイ話〜 東京女子医科大学付属足立医療センター 教授 巴 ひかる 先生 65 1 鹿児島県泌尿器科医会 杏林製薬：鳥飼

19：00～20：20 杏林製薬 070-3872-7319

(Web配信)
4月18日(月) 心不全ステージA&Bの治療：降圧療法をどう考えるか？ 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 74 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬 ノバルティスファーマ：内田

19：15～20：15 後援：熊毛地区医師会 080-5891-9828

ホテルニュー種子島(西之表市)(Web配信)

4月19日(火) 循環器内科医が考えるCRA症候群へのアプローチ 九州医療センター 循環器内科 医長 大谷 規彰 先生 9 0.5 バイエル薬品 バイエル薬品：住山

19：00～20：30 作用機序から考える腎性貧血治療～HIF-PH阻害薬への期待～ 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 12 0.5 後援：鹿児島市医師会 090-1581-3340

(Web配信) 73 0.5
4月20日(水) 心不全診療Up tp date〜心不全治療と高カリウ厶血症のジレンマ〜(仮) 富山大学 学術研究部 医学系内科学 (第二) 教授 絹川 弘一郎 先生 73 1 アストラゼネカ アストラゼネカ：小山

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 080-3815-1927

(Web配信)
4月21日(木) 当院におけるCKD診療の取り組みと病診連携 鹿児島市立病院　腎臓内科　部長　野﨑　剛　先生 10 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：15 後援：鹿児島市医師会 古藤
(Web配信) 099-251-5151

4月21日(木) ガイドラインを日常診療に生かす 川内市医師会立市民病院　循環器内科　部長　小川　正一　先生 32 0.5 川内市医師会、川内薬剤師会 川内市医師会

19：00～20：30 脳卒中ガイドライン2021を読み解く 川内市医師会立市民病院　脳神経外科　医長　樋渡　貴昭　先生 43 0.5 第一三共 奥
(Web配信) 病態生理から見たMR関連高血圧の管理 大分大学医学部　内分泌代謝・膠原病・腎臓内科学講座　教授　柴田　洋孝　先生 74 0.5 0996-23-4612

4月22日(金) セイリエンスネットワークの不全が疑われた右島皮質損傷の一例　他 大勝病院　永田俊二　先生 29 0.5 鹿児島高次脳機能研究会 鹿児島大学脳神経外科

19：00～20：15 くも膜下出血術後に続発した脳梗塞、外水頭症により多彩な前頭 鹿児島大学大学院　脳神経外科　牧野　隆太郎　先生 29 0.5 後援：鹿児島理学療法協会、鹿児島県作業療法協会 花田
(Web配信) 前野症状をきたした1例　他 　　　　鹿児島県言語聴覚士会、鹿児島ソーシャルワーカー協会 099-275-5375

4月22日(金) 心不全治療　update 鹿児島厚生連病院　循環器内科　下野　洋和　先生 45 1 いちき串木野市医師会、いちき串木野市内科医会 いちき串木野市医師会

19：00～20：00 日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー 久保
(Web配信) 0996-32-7955

4月22日(金) 糖尿病治療標準化の試み(鹿児島方式)～SDMカスタマイズド鹿児島～ 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 指宿医師会、指宿内科医会、鹿児島県内科医会 指宿医師会

19：00～20：00 興和 山野
(Web配信) 0993-34-2820

Heart Failure Med
Meeting(Web講習会) 1

SDMカスタマイズド鹿児島
in指宿(Web講習会)

1

心腎連関・CKD治療連携
を考える会(Web講習会) 1

川内市医師会学術講演
会(Web講習会) 1.5

第37回鹿児島高次脳機
能研究会(Web講習会) 1

熊毛地区医師会学術講演会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

心・腎連関連携WEB講演
会in鹿児島 (Web講習会)

1.5

CHF&Hyperkalemia online
Symposium (Web講習会) 1

南薩地区日医認定産業
医研修会 2

疼痛診療Webセミナーin
奄美(Web講習会) 1

間質性膀胱炎治療Webセ
ミナー in 鹿児島(Web講
習会)

1

問合せ先

第70回鹿児島整形外科
集談会 1

第5回 糖尿病医療学研究会in
かごしま(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

南薩PEGと経腸栄養を学
ぶ会 1

令和４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
４月分

開催日時・会場 講習会名 演題等 講師
CC 単

位
主催・共催者
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令和４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
４月分

開催日時・会場 講習会名 演題等 講師
CC 単

位
主催・共催者

4月22日(金) 光とAIに関する片頭痛のトピックス 獨協医科大学病院　頭痛センター・医療安全推進センター　教授　辰元　宗人　先生 30 0.5 第一三共、ユーシービージャパン 第一三共
19：00～20：20 脳卒中関連てんかんのマネジメント 鹿児島大学病院　脳神経外科　診療教授　花谷　亮典　先生 35 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

4月22日(金) 脚を視て診る〜エコーを活かしたVTE診療の実際〜 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 14 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会：和田

19：00～20：00 63 0.5 バイエル薬品 0997-52-0598

(Web配信)
4月23日(土) 特別講演1:革新的バイオイメージング技術が拓く次世代皮膚科学 愛媛大学 分子病態医学 今村 健志 先生 8 1 日本皮膚科学会
9：00～18：50 特別講演2 :令和4年度診療報酬改定について 日本医師会 常任理事 松本 吉郎 先生 9 1 アムジェン 他

かごしま県民交流センター(鹿児島市)(Web配信) ランチョンセミナー1:クリニックにおける乾癬治療戦略 他 池袋駅前のだ皮膚科 野田 真史 先生 他 11 1
シンポジウム1:ここまで進んだ！アトピー性皮膚炎のかゆみメカニズムと治療の最新情報 他 九州大学 皮膚科 中原 剛士 先生 他 15 3.5
シンポジウム6 :実践！プロアクティブ療法〜こどもと大人〜 他 国立成育医療研究センター アレルギーセンター 樺島 重憲 先生 他

シンポジウ厶8 : C0VID-19アップデート 他 大阪大学 感染制御学講座 忽那 賢志 先生 他

イブニングセミナー1:いま見直すスキンケア指導―基本と応用― 他 ニュー上田クリニック上田 由紀子 先生 他
参加費15,000円

4月24日(日) モーニングセミナー1:クリニックにおけるアトピー性皮膚炎の治療戦略 他 広島大学皮膚科 田中 暁生 先生　他 1 1 日本皮膚科学会
8：30～15：10 シンポジウム14 :達人に聞く！食物アレルギー説明のポイント 他 藤田医科大学ばんたね病院 総合アレルギー科 矢上 晶子 先生 他 6 1 サノフィ 他

かごしま県民交流センター(鹿児島市)(Web配信) 【専門医共通講習―③医療安全(必修)：1単位】シンポジウム21:リスクマネジメントに必要な医療安全的思考を学ぶ 他 山口大学 皮膚科 医療の質・安全管理部 山口 道也 先生 他 7 1
特別講演3 : 2022年度診療報酬改定について(仮) 厚生労働省 保険局 医療課 医療課長補佐 吉井 史歩 先生 15 3
ランチョンセミナー8 :外用療法UP TO DATE〜皮脂欠乏症とアトピー性皮膚炎〜 他 にしむら皮フ科クリニック 西村 陽一 先生 他
シンポジウ厶25 :こんな時の手湿疹診療のコツと工夫 他 ながたクリニック 伊藤 明子 先生 他
参加費15,000円

4月25日(月) 糖尿病薬物療法応用自在〜Next SDMカスタマイズド鹿児島～ 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター 特例准教授 出口 尚寿 先生 12 0.5 鹿児島県内科医会 日本ベーリンガーインゲルハイム：野村

19：00～20：00 76 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム 099-256-6608

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
4月26日(火) 骨粗鬆症性椎体骨折の集学的治療～薬物療法・手術療法・リハビリ含めて～ 宮崎大学医学部付属病院　整形外科　病院准教授　濱中　秀昭　先生 77 1 鹿児島県整形外科医会 第一三共

19：00～20：00 第一三共 鈴木
(Web配信) 099-219-9171

4月26日(火) DAPA-HF、DAPA-CKD後 陣内病院　循環器内科　部長　杉山　正悟　先生 11 0.5 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 アストラゼネカ

19：00～20：20 SGLT2阻害薬Dapagliflozinによる糖尿病 24 0.5 アストラゼネカ、小野薬品工業 寺尾
(Web配信) 心不全・CKD診療～Dapagliflozinが心不全・CKD、心・腎連関に及ぼす影響～ 080-6198-7291

4月28日(木) 脳卒中の急性期治療と二次予防について～新規適応薬への期待～ 鹿児島大学病院　脳神経外科　助教　田中　俊一　先生 32 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：20 脳卒中後心房細動患者に対するカテーテルアブレーション 鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学　助教　市來　仁志　先生 43 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

(Web配信) ～DOACの最新の話題を添えて～ 070-1419-2029

4月28日(木) 地域連携を目指したCKD診療を考える～腎性貧血治療を踏まえて～ 富山市民病院　腎臓内科　部長　大田　聡　先生 12 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会 吉重クリニック

19：00～20：00 18 0.5 田辺三菱製薬 吉重
(Web配信) 0994-67-2266

第38回日本臨床皮膚科
医会総会・臨床学術大会
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

6.5

第38回日本臨床皮膚科
医会総会・臨床学術大会
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

6

鹿児島県整形外科医会
Web講演会(Web講習会) 1

New Era Treatment of
Diabetes Meeting (Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

大隅地区Web学術講演会
(Web講習会) 1

第486回姶良地区内科医
会(Web講習会) 1

脳卒中地域連携Webセミ
ナー(Web講習会) 1

大島郡医師会学術講演
会(Web講習会) 1

脳神経疾患治療Webセミ
ナー(Web講習会) 1


