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3月1日(火) 我が国における2型糖尿病臨床のReal Worldと治療戦略 滋賀医科大学 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授 前川 聡 先生 76 1 三和化学研究所 三和化学研究所：経塚

19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 092-411-5855

(Web配信)
3月1日(火) なぜやめられない？骨粗鬆症治療―長期に効果的で安全な治療のロジックとエビデンス― 東京慈恵会医科大学 整形外科学講座 主任教授 斎藤 充 先生 11 0.5 鹿児島脊椎脊髄研究会 第一三共：安藤

19：00～20：00 77 0.5 第一三共 080-2154-3389

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
3月3日(木) 当院の大腸内視鏡検査の診断と治療の現況 他 南風病院 消化器内科 古川 淳一郎 先生 他 11 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：采野

18：30～21：00 スクリーニング大腸内視鏡：見逃しの少ない観察法と発見ポリープのマネジメント 東邦大学医学部医学科 教授/東邦大学医療センター大森病院 内視鏡部 診療部長 松田 尚久 先生 54 1 鹿児島県生活習慣病検診等管理指導協議会大腸がん部会 099-254-8121

(Web配信) オリンパス
3月3日(木) CKD患者の高カリウム血症を再考する 鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 18 1 興和 興和：淺野

18：50～20：00 後援：鹿児島市医師会 070-3910-0001

(Web配信)
3月3日(木) 標準的な脳卒中治療 脳卒中ガイドライン2021をふまえて 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 12 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会：和田

19：00～20：10 32 0.5 第一三共 0997-52-0598

(Web配信)
3月4日(金) 脳障害者の自動車運転再開 小波瀬病院 リハビリテーション科 医長 加藤 徳明 先生 78 1 鹿児島県リハビリテーション施設協議会

19：00～20：00
(Web配信)
3月4日(金) 頭頚部の画像診断について(仮) 東京慈恵会医科大学 放射線医学講座 教授 尾尻 博也 先生 1 1 第29回鹿児島画像診断カンファレンス

19：00～20：10 富士フィルム富山化学
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会、鹿児島県放射線専門医師会、鹿児島県放射線技師会

3月4日(金) 症状から考える間質性肺炎のスクリーニング 鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 特任助教 内田 章文先生 45 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：荒木

19：00～20：00 COPDの診断と治療 鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 助教 町田 健太朗 先生 46 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム、アステム 080-8468-9298

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
3月5日(土) 遠隔リハビリテーションへの取り組み〜安全性と効果を求めて〜 旭川医科大学病院 リハビリテーション科 教授 大田 哲生 先生 12 1 鹿児島リハビリテーション医学研究会 鹿児島リハビリテーション医学研究会：串田

16：00～19：00 後援：鹿児島県リハビリテーション施設協議会、鹿児島県理学療法士協会 099-275-5339

(Web配信) 鹿児島県作業療法士協会、鹿児島県言語聴覚士会

3月5日(土) 小児の足部診療update 聖マリアンナ医科大学 医学部 整形外科学 教授 仁木 久照 先生 61 1 鹿児島県整形外科医会
16：30～18：40 軟部腫瘍の取り扱い方 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科学 教授 尾﨑 敏文 先生 62 1 久光製薬

(Web配信)
3月8日(火) エビデンスに基づいた不眠症治療戦略 藤田医科大学医学部 精神神経科学講座 准教授 岸 太郎 先生 20 1 南薩医師会 エーザイ：伊勢

19：00～20：00 エーザイ 070-7607-4994

（Web配信）
3月9日(水) 脂質低下療法の徹底、そしてその先へ 鹿児島県立大島病院 循環器内科 医長 宮内 栄治 先生 75 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会：和田

18：50～20：00 興和 0997-52-0598

(Web配信)
3月10日(木) 周術期におけるサルコペニアやリハビリ栄養療法・亜鉛の意義～仕事力は人間力～ 聖路加国際病院 消化器センター消化器・一般外科 部長 海道 利実 先生 19 1 ノーベルファーマ、アトル ノーベルファーマ：山田

18：50～20：00 後援：鹿児島市医師会 080-6842-3199

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

3月8日(火) 医師の労働時間短縮計画の作り方〜どのように医療勤務環境改善を進めるか〜 鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 新屋 尋崇 氏 6 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：青木

19：00～20：30 7 1 鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

鹿児島県周術期管理を考
える会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

第3回医師の働き方改革に関
するセミナー(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1.5

第71回鹿児島県整形外
科医会教育研修会(Web
講習会)

2

不眠症診療Webセミナー 睡眠
薬の適正使用を考える会in南
薩 (Web講習会)

1

大島郡医師会学術講演
会(Web講習会) 1

第29回鹿児島画像診断カ
ンファレンス(Web講習会) 1

鹿児島県内科医会学術講演
会～呼吸器疾患 Web Seminar
～(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

第35回鹿児島リハビリ
テーション医学研究会
(Web講習会)

1

Nephrology Seminar in鹿
児島(Web講習会) 1

脳卒中連携Webセミナー
in奄美(Web講習会) 1

令和3年度鹿児島県リハビリ
テーション施設協議会第3回研
修会(Web講習会)

1

問合せ先

糖尿病リモートフォーラム
in鹿児島(Web講習会) 1

Osteoporosis Live
Symposium in 鹿児島
(Web講習会)

1

第33回大腸がん検診研
修会(Web講習会) 2

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
3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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3月9日(水) 本県の糖尿病の現状及び県糖尿病重症化予防プログラムについて 県くらし保健福祉部 国民健康保険課 国保指導係 片野坂 有香 氏 74 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：青木

19：00～20：30 糖尿病重症化予防のために 他 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 82 0.5 099-254-8121

出水郡医師会第二病院(出水市)(Web配信)

3月9日(水) 脳梗塞再発予防の新戦略 関西医科大学 神経内科学講座 主任教授 藥師寺 祐介 先生 78 1 第一三共 第一三共：五十嵐

19：00～20：20 後援：鹿児島市医師会 090-6954-4741

(Web配信)
3月10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 16 0.5 第一三共 第一三共：樽﨑

19：00～20：20 直腸がんに対するロボット支援下直腸切除・切断術の現状と薬物治療 鹿児島大学病院 光学医療診療部 診療講師 盛 真一郎 先生 50 0.5 後援：鹿児島市医師会 070-1419-2029

(Web配信)
3月10日(木) IBD診療の地域連携 鹿児島厚生連病院 消化器内科 医長 鮫島 洋一 先生 12 0.5 鹿児島市内科医会 武田薬品工業：松野下

19：00～20：15 当科における膵疾患診療 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 講師 田ノ上 史郎 先生 53 0.5 武田薬品工業 099-252-3770

(Web配信)
3月11日(金) 大隅エリアの緩和ケア向上を目指して〜現状と今後の課題への取り組み〜 いまきいれ総合病院 緩和医療科 原口 哲子 先生 10 0.5 第一三共 第一三共：鳥居

18：30～19：45 がん治療医が実践する緩和ケアとがん疼痛治療 富山大学附属病院 臨床腫瘍部 副部長/診療講師 梶浦 新也 先生 81 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 080-1393-2148

(Web配信) 　　　 肝属郡医師会、肝属東部医師会

3月11日(金) PET核医学最新知見について 北海道大学大学院 医学研究院 画像診断学教室 准教授 平田 健司 先生 7 0.5 鹿児島臨床核医学研究会 日本メジフィジックス：松岡・木寺

19：00～20：00 9 0.5 日本メジフィジックス 03-5634-7447

(Web配信)
3月11日(金) 脳梗塞再発予防のための抗血栓療法 ―新規チエノピリジン系薬剤 プラスグレルの脳梗塞臨床への登場を受けて― 東京女子医科大学 脳神経内科 教授・基幹分野長 北川 一夫 先生 78 1 指宿医師会、指宿内科医会、指宿薬剤師会 指宿医師会：山野

19：00～20：00 第一三共 0993-34-2820

(Web配信)
3月12日(土) レミマゾラムと術中モニタリング 福島県立医科大学 医学部 准教授 小原 伸樹 先生 15 1 鹿児島麻酔懇話会

16：30～18：40
(Web配信)

3月13日(日) e-learningの復習と質問(身体症状・精神症状) 南九州病院 緩和ケア内科医 廣津 泰寛 先生　他 1 0.5 南九州病院 南九州病院 経営企画室：吉田

9：00～16：50 全人的苦痛に対する緩和ケア 呼吸器科医師 濱田 美奈子 先生 2 0.5 後援：姶良地区医師会、姶良地区歯科医師会、 0995-62-2121

南九州病院(姶良市) 療養場所の選択と地域連携 南九州病院 緩和ケア内科医 廣津 泰寛 先生 4 0.5 姶良地区薬剤師会、伊佐市医師会、伊佐市歯科医師会

コミュニケーション 鹿児島市立病院 精神科 部長 肝付 洋 先生 5 0.5
7 0.5

12 0.5
13 0.5
15 0.5
69 0.5

3月14日(月) 医療的ケア児の就学及び学校生活の支援 鹿児島県教育庁 特別支援教育室長 大山 直美 氏 他 14 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：采野

18：30～20：30 支接を必要とする子どもの避難場所の確保 〜岡山県での取り組み〜 岡山県小児科医会 会長/岡山愛育クリニック 副院長 横山 裕司 先生 72 1 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

3月15日(火) 超高齢者の抗凝固療法(仮) 北里大学病院 循環器内科 講師 深谷 英平 先生 32 0.5 伊佐市医師会 伊佐市医師会：西本

19：00～20：30 健康寿命延伸を目指した高齢者の脳卒中のトータルケア(仮) 九州大学病院 脳神経内科 教授 北園 孝成 先生 34 0.5 第一三共 0995-22-0589

(Web配信) 73 0.5
3月15日(火) ミトコンドリアをターゲットとした2型糖尿病治療の新展開 熊本大学大学院 生命科学研究部 代謝内科学講座 准教授 松村 剛 先生 38 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会 大日本住友製薬：田中

19：00～20：00 73 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会 080-6104-9132

(Web配信) 大日本住友製薬

Onco-Cardiology Webセミ
ナー〜消化器がん〜(Web
講習会)

1

消化器病疾患医療連携
WEBセミナー(Web講習会) 1

緩和ケアWebセミナーが
ん性疼痛地域連携(Web
講習会)

1

第30回鹿児島臨床核医
学研究会(Web講習会) 1

DUAL Seminar In 大隅
(Web講習会)

1

令和3年度小児在宅医療推進
研修会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

2

高齢者のトータルケアセミ
ナー〜超高齢社会の抗血
栓療法〜(Web講習会)

1.5

令和3年度 南九州病院
緩和ケア研修会 4.5

第63回鹿児島麻酔懇話
会(Web講習会)

1

脳血管疾患Webセミナー
(Web講習会) 1

指宿内科医会学術講演
会(Web講習会) 1

出水地区糖尿病重症化予防
推進研修会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1.5
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3月16日(水) 本県の糖尿病の現状及び県糖尿病重症化予防プログラムについて 県くらし保健福祉部国民健康保険課国保指導係　保健技師　片野坂　有香　氏 74 1 鹿児島県医師会 鹿児島県認知症疾患医療センターウエルフェア九州病院：前田

19：00～20：30 糖尿病重症化予防のために　他 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　他 82 0.5 0993-72-4747

曽於医師会立病院(曽於市)(Web配信)

3月16日(水) 睡眠障害に対する診断と治療 鹿児島大学病院 神経科精神科 助教 石塚 貴周 先生 20 0.5 鹿児島県認知症疾患医療センターウエルフェア九州病院 鹿児島県医師会

19：00～20：05 69 0.5 MSD 釆野
(Web配信) 後援：枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会 099-254-8121

3月16日(水) 沖縄県の地域自治体レベルにおける慢性腎臓病重症化予防の展開 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 12 1 鹿児島県内科医会 アステラス製薬：佐佐木

19：00～20：20 アステラス製薬 090-6920-3111

(Web配信)
3月17日(木) コロナ禍での呼吸器感染症治療について 関西医科大学附属病院 呼吸器感染症・アレルギー科 教授 宮下 修行 先生 8 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会 末次内科循環器科：末次

19：00～20：10 46 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会 0994-43-2331

(Web配信) 杏林製薬
3月17日(木) VTE専門医の立場から考えるリスク患者の抗凝固療法(仮) 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 12 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ、ファイザー ブリストル・マイヤーズスクイブ：安本

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 080-6847-7165

(Web配信)
3月18日(金) 難治性下部尿路症状(LUTS)に対する漢方薬の有用性〜西洋医学的アプローチで治療困難なケースを中心に〜 八木クリニック 院長 八木 静男 先生 65 0.5 姶良地区医師会、姶良地区愛胃会 ツムラ：濱田

19：00～20：00 83 0.5 ツムラ 099-227-3665

(Web配信)
3月19日(土) 感染症遺伝子検査法の開発と新型コロナウイルス感染症への対応 富山大学学術研究部 医学系臨床分子病態検査学講座 准教授 仁井見 英樹 先生 8 1 鹿児島県医師会、鹿児島県臨床検査技師会 鹿児島県医師会：立和名

17：00～18：00 099-254-8121

(Web配信)
3月22日(火) 「SDMカスタマイズド鹿児島」―経口糖尿病薬治療の標準化― 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 1 鹿児島県糖尿病対策推進会議 興和：藤

18：50～20：00 興和 080-8704-5807

(Web配信) 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

3月22日(火) 川薩エリアの中核病院としての現状 他 済生会川内病院 消化器内科 柴田 隆佑 先生　他 52 1 武田薬品工業、大塚製薬 川内市医師会：奥

19：00～20：00 後援：川内市医師会 0996-23-4612

(Web配信)
3月22日(火) 鹿児島県の胃がん検診の現況について 鹿児島県民総合保健センター 副所長 瀬戸山 仁 先生 9 1.5 鹿児島県消化器がん検診推進機構、鹿児島県、鹿児島県民総合保健センター 鹿児島県消化器がん検診推進機構：鮫島

19：00～21：00 H.pylori感染症 最近の話題―診断から除菌後胃癌まで― 大分大学 福祉健康科学部 福祉健康科学科 教授/医学部 内視鏡診療部 教授 兒玉 雅明 先生 12 0.5 後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会 099-220-3594

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

3月23日(水) 高血圧診療の課題とその解決方法 鹿児島大学医学部 保健学科 教授 宮田 昌明 先生 74 1 枕崎市医師会 ノバルティスファーマ：長谷

19：00～20：00 ノバルティスファーマ、大塚製薬 080-3478-4718

枕崎ステーションホテル(枕崎市)(Web配信)

3月23日(水) 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 29 0.5 第一三共 第一三共：時任

19：00～20：10 認知症外来での家族への説明とお薬について いづろ今村病院 院長 黒野 明日嗣 先生 30 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
3月23日(水) 睡眠障害の診断と治療 鹿児島大学大学院 精神機能病態学 助教 石塚 貴周 先生 20 1 鹿児島市医師会勤務医会 鹿児島市医師会：原田

19：00～20：15 エーザイ 099-226-3737

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信)

枕崎市医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

NeuroIogy Joint Web
Conference (Web講習会) 1

鹿児島市医師会勤務医会研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

VTE治療 病診連携の会in
鹿児島(Web講習会) 1

第555回始良地区愛胃会
学術講演会(Web講習会) 1

第44回鹿児島県医師会臨床
検査精度管理調査研修会
(Web講習会)

1

薩摩川内市消化器疾患セ
ミナー(Web講習会) 1

令和3年度胃がん検診均
てん化研修会 2

SDMカスタマイズド鹿児島
in鹿屋(Web講習会)

1

CKD連携セミナー(Web講
習会) 1

大隅地区学術講演会
(Web講演会) 1

曽於地区糖尿病重症化
予防推進研修会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1.5

睡眠障害セミナー i n南薩
(Web講習会) 1
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3月23日(水) 知っておきたい女性に有用な頻用漢方薬とそのナカミ 名古屋大学大学院医学系研究科 産婦人科学 教授 梶山 広明 先生 83 1 鹿大東洋医学セミナー ツムラ：長野

19：00～20：15 ツムラ 099-227-3665

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 参加費100円 後援：鹿児島大学病院漢方診療センター

3月23日(水) 集団指導で伝える食塩6gの壁 管理栄養士 長友 ゆかり 氏 74 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：采野

19：00～21：00 これであなたも高血圧マイスター 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 82 1 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

3月24日(木) 糖尿病の個別治療を目指して 霧島市立医師会医療センター 糖尿病内科 医長 伊集院 太生 先生 12 0.5 姶良地区医師会 興和：冨田
19：00～20：00 76 0.5 興和 099-256-6927

(Web配信)
3月24日(木) 骨粗鬆症の診断と治療 恒心会おぐら病院 理事長 小倉 雅 先生 12 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会 はるびゅうクリニック：春別府

19：00～20：05 大隅地区における骨粗鬆症治療と地域連携 〜生活習慣病を合併する患者さんの連携〜 恒心会おぐら病院 整形外科 海江田 光祥 先生 77 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会、大隅臨床整形外科医会 099-478-2153

(Web配信) アステラス製薬、アムジェン
3月25日(金) 神経障害性疼痛へのチームアプローチ〜患者満足度向上のために〜 今林整形外科病院 名誉院長 大迫 浩文 先生 4 0.5 第一三共 第一三共：井上

19：30～20：30 10 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
3月28日(月) 高齢者の心房細動治療〜GENERAL研究を踏まえて〜 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 鎌田 博之 先生 32 0.5 バイエル薬品 川内市医師会：奥

19：00～20：00 43 0.5 後援：川内市医師会 0996-23-4612

(Web配信)
3月28日(月) ARNIによる高血圧の新展開〜プライマリケアで使いやすい降圧剤〜 愛心メモリアル病院 循環器内科 部長 平尾 紀文 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：青柳

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 080-5940-3001

(Web配信)
3月29日(火) 高齢者てんかんにおける新世代抗てんかん薬のあり方 鹿児島市立病院 脳神経内科 医長 細山 浩史 先生　 74 0.5 エーザイ 川内市医師会：奥

19：00～20：20 78 0.5 後援：川内市医師会 0996-23-4612

(Web配信)
3月29日(火) GLP-1受容体作動薬の有効な導入法と活用法〜どのような症例に、どう使うべきか？〜 園田クリニック 院長 園田 紀之 先生 19 0.5 伊佐市医師会 伊佐市医師会：西本

19：00～20：00 36 0.5 日本イーライリリー、大日本住友製薬 0995-22-0589

(Web配信)
3月29日(火) 高齢者の腎疾患診療 〜Multimorbidity (多疾患併存)の視点から〜(仮) 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 66 0.5 出水郡医師会 出水郡医師会：新藏

19：00～20：00 73 0.5 田辺三菱製薬 0996-63-0646

(Web配信)
3月30日(水) 経口糖尿病治療薬におけるGLP-1受容体作動薬の位置付け(仮) 二田哲博クリニック天神 院長 佐藤 秀一 先生 23 0.5 出水郡医師会 出水郡医師会：新藏

19：00～20：00 76 0.5 MSD 0996-63-0646

(Web配信)
3月30日(水) 発達障害の診断と支援 鹿児島県中央児童相談所 技術主査 田畑 健太郎 先生 72 1.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：寺原

19：00～20：30 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

3月30日(水) リウマチ診療の診断と治療 宮崎善仁会病院 リウマチセンター 所長 日髙 利彦 先生 20 0.5 姶良地区医師会、曽於医師会 エーザイ：北島

19：00～20：30 SDMによる不眠症治療 琉球大学大学院医学研究科 精神病態医学講座 准教授 高江洲 義和 先生 61 0.5 エーザイ 070-7607-5022

(Web配信)
3月30日(水) 新しいエビデンスに基づく脳卒中後てんかん診療 国立循環器病研究センター 脳神経内科 医長 田中 智貴 先生 32 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：今井

19：00～20：20 非心原性脳梗塞治療Up to date 鹿児島医療センター 脳卒中センター センター長/脳・血管内科 部長 松岡 秀樹 先生 78 0.5 後援：鹿児島市医師会 070-3625-4656

(Web配信)

地域医療診療セミナー
(Web講習会) 1

Stroke Care
Conference(Web講習会)

1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

令和3年度第3回かかりつけ医
等発達障害対応力向上研修
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1.5

かかりつけ医のための高
血圧治療Webセミナー
(Web講習会)

1

高齢者てんかんを考える
会in北薩(Web講習会)

1

Diabetes&Incretin
Seminar in伊佐 (Web講習
会)

1

大隅地区Web学術講演会 地域にお
ける高齢患者の病診連携を考える会
―診療科の垣根を超えた骨粗鬆症
治療と連携―(Web講習会)

1

Pain Live Symposium in
鹿児島(Web講習会) 1

川薩医療圏連携講演会
(Web講習会) 1

鹿児島東洋医学セミナー
2022 (Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

第4回糖尿病重症化予防推進
研修会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

2

第486回始良地区内科医
会学術講演会(Web講習
会)

1


