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8月2日(火) 出血リスクを考慮した脳梗塞予防 今村総合病院 脳神経内科 副院長兼主任部長 神田 直昭 先生 7 1 第一三共 第一三共
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 藤村

（Web配信） 099-219-9171

8月5日(金) 変わりつつある不眠症治療～生活習慣病としてのアプローチ～ くわみず病院 院長 池上 あずさ 先生 20 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：05 MSD 奥
(Web配信) 0996-23-4612

8月5日(金) 結節性硬化症以外の基礎疾患を持つ2例に対するビガバトリン投与の検討 他 南九州病院 小児科 馬場 悠生 先生 他 35 2 鹿児島県病院薬剤師会 ユーシービージャパン

19：00～21:00 中高齢発症てんかんの病態と治療Up To Date 神戸大学大学院 医学研究科 内科学講座 脳神経内科学分野 教授 松本 理器 先生 ユーシービージャパン 東
（Web配信） 後援：鹿児島市医師会 090-8762-1570

8月5日(金) 膵癌の集学的治療と低侵襲手術 鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科 教授 大塚 隆生 先生 27 1 出水郡医師会 出水郡医師会

18：45～20：00 大鵬薬品工業 新藏
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) 0996-63-0646

8月5日(金) 鹿児島大学病院におけるADPKD診療の現状 鹿児島大学病院 腎臓内科 助教 吉嶺 陽仁 先生 10 0.5 大塚製薬 大塚製薬
19：00～20：00 当院での超音波による多発性嚢胞腎スクリーニングについて 兵庫医科大学病院 消化器内科 教授 飯島 尋子 先生 12 0.5 後援：鹿児島市医師会 後藤

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(ハイブリッド形式) 070-4538-7522

8月7日(日) 「自分の肝臓を見つめ直そう ウイルス？お酒？脂肪？最新の肝臓病の知識」 鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 他 73 1.5 日本肝臓学会 鹿児島大学病院

10：00～12：05 鹿児島大学病院肝疾患相談センター 尻無濵
鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） 鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会 099-275-5329

後援：鹿児島県、鹿児島県医師会

8月18日(木) 熊本市のCKD対策～病診連携における腎性貧血管理も含めて～ 熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学 准教授 桒原 孝成 先生 73 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：00 後援：鹿児島市医師会 阿南
(Web配信) 099-251-5151

8月19日(金) 「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」改訂のポイント 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 准教授 池田 義之 先生 73 1 鹿児島県内科医会、日本動脈硬化学会 興和
19：00～20：40 高TG血症の病態と治療の最前線～診療ガイドライン改訂とSPPRMaへの期待も含めて～ りんくう総合医療センター 理事長 山下 静也 先生 75 0.5 興和 伊藤

（Web配信） 後援：鹿児島市医師会 080-1062-2795

8月19日(金) パーキンソン病における疼痛診療 鹿児島大学病院 脳・神経センター 脳神経内科 講師 橋口 昭大 先生 62 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：15 ニューロパチー：診断と治療の今をお届けします 千葉大学大学院医学研究院 脳神経内科学 准教授 三澤 園子 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

（Web配信） 070-1419-2029

8月20日(土) SDPs(Sustainable Department of Pediatric Surgery)に取り組んだ7年間 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 小児外科学分野 教授 家入 里志 先生 1 1 鹿児島県臨床外科学会 鹿児島県医師会

14：30～18：10 ジョンソン・エンド・ジョンソン 吉永
鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） 099-254-8121

8月21日(日) スポットビジョンスクリーナーの扱い方～眼科とのスムーズな連携のために～ 鹿児島大学大学院 眼科学分野 中澤 祐則 先生 10 1.5 鹿児島県小児保健協会 鹿児島県小児保健協会

13：00～16：00 大学病院小児歯科から多職種連携と地域への展開を考える 鹿児島大学大学院 小児歯科学分野 山﨑 要一 先生 川本
鹿児島大学医学部(鹿児島市) 099-275-6750

8月22日(月) 不眠症治療の薬物療法 鹿児島市立病院 精神科 部長 肝付 洋 先生 20 1 エーザイ エーザイ
19：00～20：40 高齢者の睡眠障害の特徴と治療 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 講師 福原 竜治 先生 69 0.5 後援：鹿児島市医師会 山森

（Web配信） 新しいオレキシン受容体拮抗薬を使いこなすための重要ポイント 小鳥居諫早病院 院長 小鳥居 望 先生 080-5951-4168

8月22日(月) 高齢者における慢性便秘症治療の実際 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 助教 前田 英仁 先生 15 0.5 ヴィアトリス製薬、アステム ヴィアトリス製薬

19：00～20：30 種子島でのポリファーマシーへの取り組み 鹿児島大学大学院 医歯学教育開発センター 助教 徳重 明央 先生 54 0.5 後援：鹿児島市医師会 新田
（Web配信） 080-2029-9545
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鹿児島CKD診療連携セミ
ナー(Web講習会) 1

動脈硬化性疾患予防ガイドラ
イン2022年版普及啓発セミ
ナー(Web講習会)

1.5

出水郡医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

鹿児島ADPKDセミナー～多発
性嚢胞腎スクリーニング～
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

日本肝臓学会「肝がん撲滅運動」市
民公開講座・令和4年度鹿児島県肝
疾患診療連携ネットワーク講演会(第
1回研修会)合同ハイブリッド開催
(Web講習会)(ハイブリッド形式)

1.5

神経障害性疼痛治療Web
セミナー(Web講習会) 1

第84回鹿児島県臨床外
科学会総会・医学会(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

1

第35回鹿児島県小児保
健学会 1.5

睡眠薬の適正使用を考え
る会in鹿児島(Web講習
会)

1.5

高齢者の慢性便秘症治療を
再考する～ポリファーマシーの
観点から～(Web講習会)

1

脳心連関WEBセミナー
(Web講習会) 1

川内市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

第47回鹿児島てんかん研
究会(Web講習会) 2
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8月23日(火) 新時代を迎えた片頭痛治療～急性期治療から発症抑制まで～ 池田脳神経外科 院長 池田 耕一 先生 30 1 日本イーライリリー、第一三共 第一三共
19：00～20：00 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会、 向井

(Web配信) 　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会 090-7631-0476

8月23日(火) 令和の脂肪肝診療～発癌高リスク患者を見極め適切な受診受療につなげるために 鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 82 1 鹿児島県消化器がん検診推進機構

19：00～20：30 キャノンメディカルシステムズ 他
鹿児島県医師会(鹿児島市) 後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

8月23日(火) 透析患者のサルコペニア・フレイル-私たちにできる運動・栄養療法- 浜松医科大学医学部附属病院 血液浄化療法部 病院教授 加藤 明彦 先生 73 1 鹿児島県透析医会 キッセイ薬品工業

19：00～20：10 キッセイ薬品工業 長野
（Web配信） 099-259-4903

8月23日(火) 月経随伴症状に伴う社会的影響～患者さんに寄り添った治療について～ 相良病院 婦人科 部長/鹿児島大学医学部 産科婦人科 客員研究員 城田 京子 先生 15 0.5 鹿児島産婦人科学会 大塚製薬
19：00～20：00 女性と片頭痛 鹿児島大学病院 女性診療センター 助教 﨑濱 みか 先生 30 0.5 大塚製薬 後藤

（Web配信） 後援：鹿児島市医師会 070-4538-7522

8月23日(火) 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 7 0.5 南薩医師会 第一三共
19：00～20：20 外科医が語る！心臓弁膜症治療の現状 鹿児島大学病院 心臓血管外科 助教 豊川 建二 先生 10 0.5 第一三共・エドワーズライフサイエンス 安藤

（Web配信） 080-2154-3389

8月25日(木) 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 73 1 日置市医師会 協和キリン
19：00～20：00 協和キリン 坂本

(Web配信) 099-223-2700

8月25日(木) 夜間頻尿の最新治療！～排尿日誌の活用から実践的治療法まで～ 福元クリニック 理事長 福元 和彦 先生 65 1 鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会 岩重医院
18：50～20：00 肝属東部医師会 岩重

(Web配信) フェリング・ファーマ、キッセイ薬品工業 0994-63-8514

8月25日(木) 標準的な脳卒中治療—ガイドラインを踏まえて— 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 78 1 第一三共 第一三共
19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 青木

（Web配信） 099-219-9171

8月25日(木) CKD治療におけるSGLT-2阻害剤への期待 奈良県総合医療センター 腎臓内科 部長 松井 勝 先生 65 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：00 アストラゼネカ、小野薬品工業 新藏
（Web配信） 0996-63-0646

8月25日(木) 熊本市CKD対策の現状と課題～カリウム管理を含めて～ 熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学 准教授 桒原 孝成 先生 19 1 アストラゼネカ 川内市医師会

19：00～20：00 後援：川内市医師会、薩摩郡医師会 奥
SSプラザせんだい(薩摩川内市)（Web配信） 0996-23-4612

8月26日(金) 職場のトラブルメーカーにはこう対処しています ヘルスサポートセンター鹿児島 冨宿 明子 先生 69 2 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 指宿医師会 青木
指宿医師会(指宿市) 099-254-8121

8月27日(土) 川崎病の病態と診断(仮) 鹿児島大学病院 小児科 講師 上野 健太郎 先生 7 1 鹿児島小児循環器研究会 日本血液製剤機構

18：30～20：30 安全な先天性心疾患の外科手術をめざして：当院での取り組み 福岡市立こども病院 心臓血管外科 科長 中野 俊秀 先生 28 0.5 日本血液製剤機構 高橋
鹿児島県民交流センター(鹿児島市) 参加費：500円 080-8923-5884

8月29日(月) 腎障害進展抑制を目指した個別化降圧治療～ARNIの役割～ 琉球大学病院 血液浄化療法部 診療教授 古波蔵 健太郎 先生 74 1 大塚製薬、ノバルティスファーマ 大塚製薬
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 後藤

（Web配信） 070-4538-7522

片頭痛WEB学術講演会
～片頭痛への新たなアプ
ローチ～(Web講習会)

1

腎臓内科から診る新たな
降圧治療戦略in鹿児島
(Web講習会)

1

脳卒中トータルケアWebセ
ミナー(Web講習会)

1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

CKD連携Symposium(Web
講習会)(ハイブリッド形式) 1

指宿地区日医認定産業
医研修会 2

第19回鹿児島小児循環
器研究会学術集会 1.5

大隅地区学術講演会
(Web講習会) 1

令和4年度夏季特別研修
会 1

鹿児島県透析医会学術
講演会(Web講習会) 1

「片頭痛」WebSeminar女
性の健康を考える会in鹿
児島(Web講習会)

1

南薩摩医療連携セミナー
～弁膜症治療の最前線を
考える～(Web講習会)

1

日置市医師会学術講演
会(Web講習会) 1
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8月30日(火) 超高齢社会における適切な抗凝固療法～J-ELD AF研究から学ぶアピキサバンの役割～ 九州医療センター 脳血管・神経内科 科長 矢坂 正弘 先生 78 1 鹿児島県内科医会 ブリストル・マイヤーズスクイブ

19：00～20：30 ブリストル・マイヤーズ スクイブ、ファイザー 安本
（Web配信） 後援：鹿児島市医師会 080-6847-7165

8月31日(水) 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 部長 樋渡 貴昭 先生 29 0.5 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：30 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 42 1 第一三共 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1.5

脳卒中二次予防連携セミ
ナーin鹿児島(Web講習
会)

1


