令和２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
（1月分）
開催日時・会場

講習会名

第51回鹿児島地域医療
2021年
1月13日(水) 教育講演会
18：00～19：00 (web講演会)

演題等
歯科疾患の特徴と鹿児島大学における歯学教育

講師
鹿児島大学大学院 社会・行動医学講座 歯科学教育実践学分野 教授 田口則宏 先生

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

1 0.5
12 0.5

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(web配信）

1月15日(金)
19：00～20：00
（web配信)
1月15日(金)
19：00～20：10
（web配信)
1月15日(金)
19：00～20：30

感染症Webセミナー～インフ COVID-19の現状と外来診療での課題
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
ルエンザとCOVID-19同時流 インフルエンザの診断と治療戦略～COVID-19との鑑別も含めて～ 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 病態解析・診断学分野 教授 栁原克紀 先生
行に備えて～(web講演会)

大隅地区医療連携Webセ
ミナー（web講演会）

1

離島へき地医療人育成センター
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

日置市医師会学術講演
会(web講演会)

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

12 0.5 1 第一三共
後援：鹿屋市医師会、曽於医師会
45 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
全国デイ・ケア協会 会長 近藤国嗣 先生 12 0.5 1 鹿児島県リハビリテーション施設協議会
13 0.5

心不全の地域連携を考える～心房細動の早期検出と最新の抗凝固療法～ 県民健康プラザ 鹿屋医療センター 循環器内科 部長 下野洋和 先生

通所リハビリテーションの課題と今後のあり方
令和2年第2回リハビリ
テーション施設協議会研
修会
出水郡医師会学術講演
会(web講演会)

8

診療に役立つ心血管エコー～VTEの診断と治療を中心に～ 九州中央病院 循環器内科 部長 小田代敬太 先生

16 0.5 1 出水郡医師会
75 0.5
第一三共

新たな高血圧治療コンセプトに基づく新規MRBエサキセレノンの位置付け 東北大学 腎・高血圧内分泌科 准教授 森本 玲 先生

74 0.5 1 日置市医師会
82 0.5
第一三共

GDFK（Gastroenterology 糖尿病と腸内細菌叢の関係～食事療法の重要性～ 順天堂大学医学部 代謝内分泌内科学講座 准教授 金澤昭雄 先生 76 1.5
and Diabetology Forum in 消化管疾患と腸内細菌～新型コロナウイルスによる消化管感染症の話題も含めて～ 久留米大学医学部 内科学講座 消化器内科部門 炎症性腸疾患センター 教授 光山慶一 先生
Kagoshima）(web講演会)
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
1月15日(金)
インフルエンザとCOVID-19の外来診療を考える
8 0.5
鹿児島市内科医会1月例
インフルエンザ治療における抗ウイルス薬治療の意義 国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センター ACC科 医長 照屋勝治 先生 11 0.5
19：00～20：40
会（web講演会）
（web配信)
28 0.5
心房細動の診断と抗不整脈薬治療～最新の不整脈薬物ガイドラインを添えて～ 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 75
1月18日(月)
1
不整脈Webセミナー(web
19：00～20：00
講演会)
（web配信)
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪園琢郎 先生
1月18日(月) 明日から活かせる循環器 心不全治療におけるSGLT2阻害薬の新知見
24 0.5
19：00～20：00 治療セミナー
73 0.5
(web講演会)
（web配信)
心不全の新たな治療展開と地域連携の重要性～SacubitrilValsartanの位置付け（100例の経験から） 日本大学医学部外科学系 心臓血管外科学分野 准教授 瀨在 明 先生
1月18日(月)
10 0.5
大隅地区心不全勉強会
19：00～20：20
44 0.5
(web講演会)
（web配信)
1月19日(火) 不整脈Webセミナー(web講演 心房細動の診断と抗不整脈薬治療～最新の不整脈薬物ガイドラインを添えて～ 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 75 1
19：00～20：00 会)
※中止
（web配信)

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

鹿児島大学大学院地域医療学分野

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

鶴陵会館(鹿児島市)（web配信)

1月13日(水)
18：50～20：00
（web配信)
1月13日(水)
19：00～20：00
（web配信)
1月15日(金)
19：00～20：00

主催・共催者

1.5 大正薬品
ビオフェルミン製薬
後援：鹿児島市医師会
1.5 鹿児島市内科医会
塩野義製薬
後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

1 第一三共
後援：鹿児島市医師会
1 アストラゼネカ
小野薬品工業
後援：鹿児島市医師会
1 鹿屋市医師会、曽於医師会
肝属郡医師会、肝属東部医師会
ノバルティスファーマ、大塚製薬
1 第一三共
後援：鹿児島市医師会

令和２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
（1月分）
開催日時・会場
1月19日(火)
19：00～20：00
（web配信)
1月19日(火)
19：00～20：30

講習会名
てんかん診療Webセミ
ナー（web講演会）

演題等

講師

てんかん発作の見分け方～高齢者てんかんと認知症～ 天久台病院 精神科 渡邊裕貴 先生

新型コロナウイルスワク 新型コロナウイルスワクチンの接種体制の概要について 鹿児島県くらし保健福祉部 健康増進課
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
チン接種体制に係る説明 COVID-19ワクチンの有効性と安全性
鹿児島県医師会館（鹿児島市） 会
出水郡医師会広域医療センター 緩和ケア認定看護師 小園智子 氏
1月20日(水)
当院における緩和ケアの取り組みについて
出水郡医師会学術WEB がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2020年版のポイントとヒドロモルフォンの有用性 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
18：30～19：30
講演会(web講演会)
（web配信)
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
1月20日(水)
インフルエンザとCOVID-19外来診療を考える
インフルエンザ感染症セ
19：00～20：00
ミナー(web講演会)
（web配信)
新たな高血圧治療コンセプトに基づく新規MRBエサキセレノンの位置付け 東北大学 腎・高血圧内分泌科 准教授 森本 玲 先生
1月21日(木)
高血圧Webセミナー in 奄
19：00～20：00
美(web講演会)
（web配信)
CKD合併糖尿病のアンメットニーズ～SGLT2阻害薬の特徴をどう活かすか～ 琉球大学病院 血液浄化療法部 診療教授・部長 古波蔵健太郎 先生
1月21日(木)
大隅地区Web学術講演
19：00～20：00
会(web講演会)
（web配信)
1月22日(金)
病院・医院内で発生するトラブルと事前事後の対応法 北浜法律事務所 医師・弁護士 長谷部圭司 先生
ホネを考える、WEBセミ 人工膝関節置換術における近年の進歩と変化～合併症としての血栓症対策を含めて～ 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
19：00～20：00
ナー（web講演会)
（web配信)
薬剤関連顎骨壊死の治療と予防―抜歯時の骨吸収抑制薬の休薬は必要か？― 長崎大学大学院医歯薬総合研究科 展開医療科学講座 口腔腫瘍治療学分野 教授 梅田正博 先生
1月25日(月)
2020年度姶良地区三師
18：30～19：30
会(web講演会)
（web配信)
With Corona時代の降圧療法～日本高血圧学会からの提言をふまえて～ 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
1月26日(火)
高血圧 Web Seminar
19：00～20：00
（web講演会）
（web配信)
天陽会中央病院 循環器内科 加治屋 崇 先生
1月26日(火)
糖代謝異常者の循環器病を考える
川内市医師会学術講演
糖尿病患者治療における動脈硬化性疾患を見逃さないポイント 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 部長 西田健朗 先生
19：00～20：00
会（web講演会）
（web配信)
女性外科医の育成とワークシェア・ワークライフバランス 自治医科大学附属さいたま医療センター 副センター長・
1月27日(水)
医師の勤務環境整備に
18：30～20：00
一般・消化器外科 教授 力山敏樹 先生
関する講習会

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

29 0.5 1 第一三共、ユーシービージャパン
後援：鹿屋市医師会、曽於医師会
33 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
8 0.5 1.5 鹿児島県医師会
11 0.5
12 0.5
9 0.5 1 出水郡医師会
81 0.5
第一三共
8

1 1 塩野義製薬
後援：川内市医師会

73 0.5 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会
74 0.5
第一三共
73 0.5 1 鹿屋市医師会、曽於医師会
76 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
田辺三菱製薬、第一三共
13 0.5 1 第一三共
62 0.5
後援：鹿児島市医師会
10 0.5 1 姶良地区医師会
77 0.5
第一三共
73 0.5 1 枕崎市医師会
74 0.5
第一三共
42 0.5 1 川内市医師会
76 0.5
田辺三菱製薬
第一三共
10 1.5 1.5 鹿児島県医師会

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

1月28日(木)
18：50～20：00
（web配信)
1月28日(木)
19：00～20：00
（web配信)

鹿児島県内科医会学術
講演会（web講演会）
慢性心不全オンラインセ
ミナー（web講演会）

耳鼻咽喉科の守備範囲―アレルギー性鼻炎から頭頸部癌まで―

鹿児島大学大学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学分野 教授 山下 勝 先生

39

1 1 鹿児島県内科医会
大鵬薬品工業

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 0.5 1 小野薬品工業
73 0.5
アストラゼネカ
後援：鹿児島市医師会

令和２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
（1月分）
開催日時・会場

講習会名

1月28日(木) スクロオキシ水酸化鉄発
19：00～20：10 売5周年記念講演会（web
講演会）
1月28日(木)
大隅地区学術講演会
19：00～20：15
（web講演会）
（web配信）
1月29日(金) 高齢者トータルケアエリ
19：00～20：00 アWebセミナー（web講演
会）
（web配信)
1月30日(土) 令和2年度 鹿児島地区整形
16：40～19：10 外科教育研修会

演題等

講師

CC

単位
ｺｰﾄﾞ 単位 合計

主催・共催者

HIF stabilizer時代の鉄含有リン吸着薬(仮)

名古屋市立大学大学院 医学研究科 腎臓内科学分野 教授 濱野高行 先生

73

1 1 鹿児島県透析医会
キッセイ薬品工業

心不全治療新時代～新人と古株をどう使い分ける？～

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

脳卒中後てんかんを診る～新規抗てんかん薬～

国立循環器病研究センター 脳神経内科 田中智貴 先生

19 0.5 1 鹿屋市医師会、曽於医師会
42 0.5
肝属郡医師会、肝属東部医師会
ノバルティスファーマ、大塚製薬
32 1 1 第一三共
後援：鹿児島市医師会

腰椎椎間板ヘルニアの最新治療

福岡山王病院 整形外科 脊椎外科 部長 密川 守 先生

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

TKPガーデンシティ鹿児島中央（鹿児島市）

※中止

スポーツ選手の反復性肩関節脱臼に対する治療―競技・病態に応じたストラテジー―

※参加費：1,000円

60
マツダ病院 整形外科 主任部長 菊川和彦 先生 61

1
鹿児島県整形外科医会
1 2 鹿児島市整形外科医会
科研製薬

