
ｺｰﾄﾞ 単位

7月1日(金) 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 先生 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～21：30 新型コロナウイルス感染症の中の産業医活動(仮) 鹿児島県民総合保健センター 所長・鹿児島県医師会 副会長 桶谷 薫 先生 8 1 大島郡医師会 青木
大島郡医師会館（奄美市） 産業保健に関する意見交換会(総論) 9 1 鹿児島産業保健総合支援センター 099-254-8121

7月1日(金) 潰瘍性大腸炎治療における粘膜治癒評価の意義 島根大学医学部 内科学講座(内科学第二)教授 石原 俊治 先生 53 1 鹿児島IBDフォーラム 田辺三菱製薬

19：00～20：15 田辺三菱製薬 森崎
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-251-5151

7月2日(土) HTLV-1キャリアへの対応とATLについて 鹿児島大学大学院 血液・膠原病内科学分野 教授 石塚 賢治 先生 8 1 鹿児島県内科医会 協和キリン
17:00～18：10 協和キリン 末次

鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） 099-223-2700

7月2日(土) 全身性疾患としての乾癬：Psoriatic Diseaseの概念～全身療法が必要な患者像と導入のタイミング～ 他 帝京大学医学部 皮膚科学講座 准教授 鎌田 昌洋 先生 他 26 1 鹿児島県皮膚科医部会 大鵬薬品工業

18：00～19：20 大鵬薬品工業、ヤンセンファーマ 曽我部
(Web配信) 099-222-4527

7月2日(土) 精神保健福祉士を対象とした災害対策研修のモデル構築の試み 他 鹿児島国際大学大学院 福祉社会学研究科 博士前期課程 福永 康孝 先生 他 5 0.5 鹿児島精神神経学会 鹿児島大学大学院

14：30～18：45 鹿児島大学病院認知症ケアチームの活動報告 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 﨑元 仁志 先生 他 7 0.5 住友ファーマ 佐々木
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 当院におけるベトナム人技能実習生の治療 他 鹿児島県立姶良病院 冨永 佳吾 先生 他 15 0.5 099-275-5346

自閉スペクトラム症を背景として制限型の神経性やせ症を発症した12歳女児の一例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 迫 はるか 先生 他 70 1.5
withコロナ時代の双極性障害の臨床を語る-躁・うつと不安のポリフォニー- 坂本薫うつ治療センター センター長 坂元 薫 先生 73 0.5

7月2日(土) 人生の最終段階における医療とケア：患者家族としての経験も踏まえて 東京大学医学系研究科 医学教育国際研究センター 医学教育国際協力学部門 大西 弘高 先生 81 1.5 日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

19：00～20：30 後援：鹿児島県医師会 松元
(Web配信) 099-275-6898

7月5日(火) 高血圧治療の課題とその解決方法(仮) 鹿児島医療センター 循環器内科 部長 東 健作 先生 74 1 日置市医師会 大塚製薬
19：00～20：00 大塚製薬、ノバルティスファーマ 齋藤

（Web配信） 099-811-7745

7月5日(火) 脳神経外科センターにおける最近の救急患者の動向と治療経験について～抗血栓療法の話題も含めて～ いちき串木野市医師会立 脳神経外科センター 院長 石丸 浩一 先生 32 0.5 いちき串木野市医師会 いちき串木野市医師会

19：00～20：30 高齢化時代のてんかん診療 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 花谷 亮典 先生 35 1 いちき串木野市内科医会 久保
（Web配信） 第一三共 0996-32-7955

7月6日(水) 緩和ケア病棟と在宅診療のより良い地域連携について いづろ今村病院 緩和ケア内科 部長 松下 格司 先生 80 0.5 鹿児島市在宅医会 第一三共
19：00～20：20 オピオイドと投与経路の選択～より質の高い鎮痛をめざして～ 佐賀県医療センター好生館 緩和ケア科 部長 小杉 寿文 先生 81 0.5 第一三共 逢坂

（Web配信） 後援：鹿児島市医師会 090-7630-5990

7月6日(水) メトホルミンの多面的な作用について(仮) 神戸大学大学院医学研究科内科学講座 糖尿病・内分泌内科学部門 教授 小川 渉 先生 52 1 鹿児島消化器・生活習慣病フォーラム 武田薬品工業

19：00～21：00 逆流性食道炎初期治療の考え方～軽症例の症状コントロールを中心に～(仮) 兵庫医科大学 名誉教授/市立川西病院 総長 三輪 洋人 先生 76 1 武田薬品工業 原田
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 参加費 500円 080-4324-2686

7月7日(木) 離島・僻地の実際～諏訪之瀬島よりライブ中継～ 鹿児島赤十字病院 総合診療科 豊留 孝史郎 先生 12 1 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 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

18:00～19:00 鹿児島大学医学部 内村
(Web配信) 鹿児島県くらし保健福祉部 医師・看護人材課 099-275-6898

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

後援：鹿児島県医師会
7月7日(木) 慢性腎臓病に対するマルチレイヤーアプローチ～SGLT2阻害薬の意義～ 琉球大学医学部附属病院 血液浄化療法部 部長・准教授 古波蔵 健太郎 先生 12 1 大島郡医師会 大島郡医師会

19:00～20:00 奄美薬剤師会 和田
(Weｂ配信) 小野薬品工業、アストラゼネカ 0997-52-0598

鹿児島県皮膚科医部会
学術講演会(Web講習会) 1

第106回鹿児島精神神経
学会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

3.5

第59回鹿児島地域医療
教育講演会(Web講習会) 1

大島地区日医認定産業
医研修会 3

第14回鹿児島IBDフォーラ
ム(Web講習会) 1

鹿児島県内科医会学術
講演会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

CKD連携セミナーin奄美
(Web講習会) 1

いちき串木野市医師会学
術講演会(Web講習会) 1.5

緩和ケア連携WEBセミ
ナー(Web講習会) 1

第31回鹿児島消化器・生活習
慣病フォーラム(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

2

日本プライマリ・ケア連合学会
鹿児島支部会第11回講演会
(Web講習会)

1.5

日置市医師会学術講演
会(Web講習会)

1
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7月7日(木) 鹿児島県における肝臓疾患に関して 鹿児島大学大学院 消化器疾患生活習慣病学 講師 馬渡 誠一 先生 9 1 南薩医師会 中外製薬
19:00～20：00 中外製薬 唐渡
（Web配信） 099-251-1600

7月7日(木) 当院の急性期脳梗塞治療の現状と再発予防について 鹿児島市立病院 脳神経内科 科長 宮下 史生 先生 32 0.5 姶良地区医師会 第一三共
18：30～19：30 脳神経外科医の神経疾患治療～神経障害性疼痛を含めて～ 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 新納 忠明 先生 63 0.5 第一三共 小迫

（Web配信） 090-8025-9096

7月8日(金) 令和4年度診療報酬改定のポイント～CKD関連を中心に～ バイエル薬品 地域渉外担当 船木 雅博 氏 12 0.5 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：30 2型糖尿病を合併する慢性腎臓病治療の柱：残余リスクと新規MRAの役割 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 76 1 後援：鹿児島市医師会 住山
（Web配信） 090-1581-3340

7月8日（金） ダヴィンチ導入に向けたチームビルディング 国立がん研究センター中央病院 大腸外科 医長 塚本 俊輔 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：05 抗がん薬治療による末梢神経障害(CIPN)のマネジメント 京都大学医学部附属病院 腫瘍内科 講師 松原 淳一 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 緒方

(Web配信) 070-1374-4397

7月9日(土) 健康づくりのための運動指導について 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 2 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

14：00～17：10 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 先生 6 1 鹿児島産業保健総合支援センター 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市） 099-254-8121

7月9日(土) コントロールが難しいRAの治療　～この難しい課題にどう答えるか？～ 九州大学病院別府病院　病院長　堀内　孝彦　先生 73 1 鹿児島リウマチ医療の会 あゆみ製薬

18：00～20：00 関節リウマチにおける骨粗鬆症，骨破壊とその対策 そうえん整形外科　骨粗しょう症・リウマチクリニック　院長　宗圓　聰　先生 77 1 あゆみ製薬 坂本
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市) ※参加費：医師　2,000円、医師以外　500円 0120-061-0374

7月11日(月) 仕事と腰痛 ヘルスサポートセンター鹿児島 冨宿 明子 先生 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 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 先生 60 1 川内市医師会 青木
川内市医師会館(薩摩川内市) 099-254-8121

7月12日(火) ペマフィブラートが脂質異常症患者の肝機能に及ぼす影響に関する検討(仮) 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野 講師 馬渡 誠一 先生 73 1 興和 興和
19：00～20：30 代謝異常のマネジメントは非アルコール性脂肪性肝疾患の光明となるか？ 佐賀大学医学部附属病院 肝疾患センター 特任教授兼センター長 高橋 宏和 先生 75 0.5 後援：鹿児島市医師会 伊藤

（Web配信） 080-1062-2795

7月12日(火) 教育フィールドとしての離島へき地 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター/地域医療学分野 センター長兼教授 大脇 哲洋 先生 4 1 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 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

18：00～19：00 鹿児島大学医学部 内村
(Web配信) 鹿児島県くらし保健福祉部 医師・看護人材課 099-275-6898

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

後援：鹿児島県医師会
7月12日(火) 糖尿病専門医からみた高尿酸血症の治療について ありむら糖尿病・甲状腺・内科クリニック 院長 有村 洋 先生 73 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：00 高尿酸血症と循環器疾患のかかわり 鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 特任講師 川添 晋 先生 富士薬品、持田製薬 奥
(Web配信) 0996-23-4612

7月13日(水) 脳血管内治療の現状とこれから 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 63 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：10 慢性疼痛治療Up to Date 前原総合医療病院 ペインクリニック内科 前原 光佑 先生 78 0.5 後援：鹿児島市医師会 竹田

（Web配信） 080-2135-8782

7月13日(水) 間質性膀胱炎の診断と治療について(仮) 福元クリニック 理事長 福元 和彦 先生 65 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 杏林製薬 和田
(Web配信) 0997-52-0598

高齢者疾患トータルケア
Webセミナー(Web講習会) 1

大島郡医師会オンライン
セミナー(Web講習会) 1

2型糖尿病を合併する慢性腎
臓病を考えるWEB講演会in鹿
児島(Web講習会)

1.5

消化器がんトータルケア
Webセミナー(Web講習会) 1

日医認定産業医研修会 3

第60回鹿児島地域医療
教育講演会(Web講習会) 1

川内市医師会学術講演
会SURI Webセミナーin川
内(Web講習会)

1

川薩地区日医認定産業
医研修会 2

高中性脂肪合併肝疾患
に対する適正な治療(Web
講習会)

1.5

第40回鹿児島リウマチ医
療の会 2

南薩地区肝疾患診療連
携セミナー(Web講習会) 1

脳血管障害と疼痛セミ
ナー(Web講習会) 1
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7月14日(木) 十島村巡回診療 鹿児島県立大島病院 救命救急センター 辻 紘明 先生 12 1 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 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

18：00～19：00 鹿児島大学医学部 内村
（Web配信） 鹿児島県くらし保健福祉部 医師・看護人材課 099-275-6898

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

後援：鹿児島県医師会
7月14日(木) 新たな片頭痛治療の時代到来ー抗CGRP抗体とラスミジタンの登場ー 済生会熊本病院 脳卒中センター 特別顧問 熊本県 健康福祉部 健康局 橋本 洋一郎 先生 30 1 鹿児島市内科医会 第一三共

19：00～20：15 第一三共、日本イーライリリー 樽﨑
第一三共(鹿児島市)(Web講習会) 後援：鹿児島市医師会 070-1419-2029

7月19日(火) 医師がする高齢者糖尿病患者への外来ワンポイントアドバイス(食事と運動) いづろ今村病院 慈愛会糖尿病センター センター長兼名誉院長 鎌田 哲郎 先生 4 0.5 鹿児島市医師会 鹿児島市医師会

18：45～20：35 糖尿病患者の動脈硬化と脂質管理 いづろ今村病院 糖尿病内科 主任部長 新中須 敦 先生 73 0.5 サノフィ 原田
鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） この患者さんはインスリン？それともGLP1RA？ 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 76 0.5 099-226-3737

7月20日(水) 【合同講義(前編)】外国生まれの結核患者の課題に対処するための新たな結核対策 結核予防会結核研究所 臨床・疫学部 部長 大角 晃弘 先生 8 1.5 鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課 鹿児島県くらし保健福祉部健康増進課

13：00～20:30 【合同講義(後編)】外国生まれの結核患者の課題に対処するための新たな結核対策 結核予防会結核研究所 臨床・疫学部 部長 大角 晃弘 先生 11 1.5 四反田
（Web配信） 【医師講義】結核診療の基本-結核医療の基準の一部改正を踏まえて- 結核予防会結核研究所 抗酸菌部 部長 御手洗 聡 先生 28 1.5 099-286-2724

7月20日(水) 「Nephrologistの思考プロセス」～腎臓内科医は腎性貧血をどう診ているのか～ 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 18 1 指宿医師会、指宿内科医会、指宿市薬剤師会 指宿医師会

19：00～20：10 協和キリン 山野
指宿いわさきホテル(指宿市)(Web配信) 0993-34-2820

7月21日(木) 「働く人」のライフサイクルとメンタルヘルス 玉水会病院 心療内科 長友 医継 先生 11 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～21：00 健康寿命Up！～早期介入・早期予防～ 鹿児島県立短期大学 生活科学科 食物栄養専攻 助教 有村 恵美 先生 82 1 日置市医師会 青木
日置市医師会館(日置市) 099-254-8121

7月21日(木) 鹿児島県における腎移植の取り組みについて 鹿児島大学大学院 血液浄化療法部 准教授 山田 保俊 先生 73 0.5 鹿児島県透析医会 協和キリン
19：00～20：15 新しい腎性貧血治療とCKD MBDの絡み(仮) 福岡腎臓内科クリニック 副院長 谷口 正智 先生 82 0.5 協和キリン 末次

(Web配信) 099-223-2700

7月22日(金) 脳血管障害の外科的治療と二次予防～新規適応薬への期待を含めて～ 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 助教 田中 俊一 先生 35 0.5 ユーシービージャパン、第一三共 ユーシービージャパン

19：00～20：20 てんかん診療の標準化に向けて～マニュアル化と遠隔連携診療～ 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 花谷 亮典 先生 78 0.5 後援：枕崎市医師会 東
(Web配信) 090-8762-1570

7月26日(火) 当院における胃の2症例について 霧島市立医師会医療センター 消化器内科 医師 有木園 哲仁 先生 52 0.5 姶良地区愛胃会 武田薬品工業

19：00～20：00 理想的なGERD治療を目指して～PPI長期投与の安全性を踏まえて～ 新別府病院 消化器内科 部長 後藤 康彦 先生 53 0.5 武田薬品工業、大塚製薬 北沢
ホテル京セラ(霧島市)(Web配信) 080-4132-6025

7月27日(水) 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 兼 慈愛会糖尿病センター センター長 鎌田 哲郎 先生 76 1 鹿児島県糖尿病対策推進会議、姶良地区内科医会 興和
18：50～20：00 興和 冨田

（Web配信） 099-256-6927

7月27日(水) 大腿骨近位部骨折後の臨床現場から～診療報酬改定のbefore/after 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 6 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：00 上肢神経痛へのアプローチ～脊椎外科医の視点から～ 米盛病院 統括部長 整形外科 鈴木 勝 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 五十嵐

(Web配信) 090-6954-4741

7月28日(木) 新しい血栓スコアの開発-Kagoshima DVT score- 鹿児島大学大学院 医歯学教育開発センター 助教 德重 明央 先生 15 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20:20 当院での骨転移診療と神経障害性疼痛への対策 鹿児島市立病院 整形外科 科長 嶋田 博文 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤
（Web配信） 080-2154-3389

7月28日(木) 頚随・脊髄損傷者の病態と疼痛コントロールリハビリテーション治療に関する知見 和歌山県立医科大学 リハビリテーション医学講座 教授 文部科学省認定障害者スポーツ医科学研究拠点センター センター長 田島 文博 先生 62 1 鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会 はるびゅうクリニック

19：00～20：00 肝属東部医師会、大隅臨床整形外科医会 春別府
（Web配信） 第一三共 099-478-2153
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7月29日(金) COVID-19対応のこれまでとこれから 鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村 英樹 先生 8 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：00 コロナ禍で帯状疱疹が増えた！？-神経障害性疼痛への備え- 鹿児島市立病院 皮膚科 医長 馬場 淳徳 先生 26 0.5 後援：鹿児島市医師会 青木

（Web配信） 099-219-9171

7月29日(金) 急性心不全の新たなうっ血治療戦略 順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科講座 准教授 末永 祐哉 先生 43 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：10 出水郡薬剤師会 新藏
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) 大塚製薬 0996-63-0646

7月30日(土) シンプルに考える鉄物語～腎性貧血その前に～ 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 73 1.5 鹿児島県透析医会
18：50～20：30 腎性貧血のこれまでとこれから～よりよい治療を目指して～ 原三信病院 腎臓内科 部長 満生 浩司 先生 鳥居薬品

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

7月30日(土) シンポジウム「COVID-19禍における医療安全と連携」 鹿児島県くらし保健福祉部 中俣 和幸 先生 他 7 3 鹿児島セーフティーマネジメント研究会 テルモ
13：15～17：00 医療安全の過去から現在、今後の展望 名古屋大学医学部附属病院 副病院長 患者安全推進部 教授 長尾 能雅 先生 テルモ 平田

鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） 後援：鹿児島県看護協会、鹿児島県薬剤師会 080-1005-7159

　　　　 鹿児島県病院薬剤師会、鹿児島県臨床検査技師会

参加費：1,000円 　　　鹿児島県臨床工学技士会
7月30日(土) リウマチ足に対するフットケア・リハビリ・手術療法～薬物治療全盛時代における非薬物治療の位置づけ～ 東京女子医科大学病院 整形外科・膠原病リウマチ痛風センター 講師 矢野 紘一郎 先生 73 1 鹿児島リウマチの臨床とケア研究会 エーザイ

17：30～20：30 エーザイ 伊勢
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) ※参加費：医師 1,000円、コメディカル 500円 後援：鹿児島県作業療法士協会 090-7607-4994

第16回鹿児島リウマチの
臨床とケア研究会 1

鹿児島県透析医療従事
者セミナー2022(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

第9回鹿児島セーフティー
マネジメント研究会(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

3

COVID-19について考える
WEBセミナー(Web講習会) 1

出水郡医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1


