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
4月分
開催日時・会場

講習会名

演題等

4月8日(木)
鹿児島CKDと糖尿病
19：00～20：10
の未来を考える会

CKDの現状と生活習慣病
実臨床におけるSGLT2阻害薬の使い方

4月9日(金)
18：45～20：05
(Web配信)
4月14日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
4月14日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
4月15日(木)
19：00～20：05
(Web配信)
4月15日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
4月16日(金)
19：00～20：15
(Web配信)
4月16日(金)
19：00～21：00
(Web配信)

肝臓疾患の最近の話題

講師
鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野 助教 吉嶺陽仁 先生

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

76

1

三浦中央医院 院長 瀧端正博 先生

単
位

主催・共催者

田辺三菱製薬
1 後援：鹿児島市医師会

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

消化器病連携Webセミ
ナー(Web講習会)

Migraine Live
新たな片頭痛治療 ガルカネズマブについて
Symposium（Web講習
会）
出水郡医師会学術
当院におけるアブレーションの現状
Web講演会（Web講習 最新のアブレーション治療について
会）
生活習慣病オンラインカン 心不全診療におけるSGLT2阻害薬の新知見他

福岡大学病院 循環器内科 講師 森井 誠士 先生

4 0.5
アストラゼネカ
11 0.5 1 第一三共
後援：鹿児島市医師会
30 0.5
第一三共
31 0.5 1 日本イーライリリー
後援：鹿児島市医師会
43 0.5
出水郡医師会
75 0.5 1 ブリストル・マイヤーズ スクイブ

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪薗 琢郎 先生 他

73

鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野 教授 井戸 章雄 先生他

田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生

出水総合医療センター 循環器内科 部長 上田 隆士 先生

ファレンスin与次郎(Web講
習会)

大隅地区Web学術講
演会（Web講習会）

血糖の小窓から人を診る

南昌江内科クリニック 南糖尿病臨床研究センター センター長 前田 泰孝 先生

1

アストラゼネカ
1 小野薬品工業
後援：鹿児島市医師会

鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会
67 0.5
76 0.5 1 田辺三菱製薬、第一三共

糖尿病オンラインカンファ 糖尿病専門医が考えるSGLT2阻害薬の活かし方
レンスin鹿児島(Web講習
会)

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 教授 西尾 善彦 先生

アストラゼネカ、小野薬品工業
76 0.5
82 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

認知症疾患医療センターの役割と現状
第18回鹿屋肝属地区
てんかんと認知症
認知症研究会(Web講
習会)

メンタルホスピタル鹿屋 精神保健福祉士 社会福祉士 福園 のぞみ氏他

12
13
29
32
6
69

4月16日(金)
南極昭和基地の医療事情２
南薩地区日医認定産
19：00～21：00
労働衛生関係法令
業医研修会
南薩医師会館(南さつま市)
4月16日(金)
睡眠薬の適正使用を
19：00～20：30
考える会 in 鹿児島

レンボレキサントの当科リエゾンチームでの使用経験および、不眠症に対する取り組み

国際医療福祉大学 医学部 脳神経内科 教授・福岡山王病院 脳神経機能センター 顧問 赤松 直樹 先生

池田診療所 宮田 敬博 先生
鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 勝田 清人 先生

鹿児島大学病院 神経科精神科 助教 塩川奈理 先生

新しい睡眠薬の使い方（レンボレキサントの紹介） 久留米大学医学部

神経精神医学講座 教授 小曽根基裕 先生

0.5
鹿屋肝属地区認知症研究会
0.5
エーザイ
2 後援：鹿屋市医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会
0.5
0.5
鹿児島県医師会、南薩医師会、鹿児島産業保健総合支援センター
1
1 2

20 1
エーザイ
69 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

4月17日(土)
成績不良例から学ぶ股関節手術
第68回鹿児島整形外
14：20～19：00
科集談会
鹿児島県医師会館(鹿児島市)
※参加費：2,000円
高齢化社会における心不全地域・在宅医療連携―新規心不全治療薬ARNIの可能性―（仮）
4月19日(月) 出水郡医師会学術
19：00～20：10 Web講演会（web講演
（web配信) 会）

九州大学大学院医学研究院 整形外科学 教授 中島康晴 先生

61

1 1 鹿児島整形外科集談会
久光製薬

福岡大学病院 循環器内科 講師 志賀悠平 先生

31 0.5 1 出水郡医師会
80 0.5
ノバルティスファーマ
大塚製薬

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
4月分
開催日時・会場

4月22日(木)
19：00～20：15
(Web配信)
4月22日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
4月22日(木)
18：45～19：45
(Web配信)
4月22日(木)
18：50～20：00
(Web配信)
4月23日(金)
19：00～20：20
(Web配信)
4月23日(金)
19：00～20：20

講習会名

演題等

Webセミナー～寝たき 骨粗鬆症マネージャーについて・骨卒中・骨粗鬆症治療ゴール・連携(仮)
心原性脳塞栓症の最新治療～出血リスクを考慮した抗凝固療法も含めて～(仮)
りゼロを目指して～
(Web講習会)
鹿児島Renal Online
最新のCKD透析の診療について他
Symposium（Weｂ講習
会）
緩和ケアWebセミナー
(Web講習会)
大隅地区学術講演会
(Web講習会)

がん治療のトータルケ
アセミナー(Web講習
会)
患者のQOLを考える会
～診療科の垣根を越
えて～
4月26日(月) 小児てんかんWebセミ
19：00～20：20 ナーin KYUSHU(Web
(Web配信) 講習会)

講師
川内市医師会立市民病院 薬剤部 骨粗鬆症マネージャー 平川 尚宏氏
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

宮崎大学 血液・血管先端医療学 特別教授 藤元 昭一 先生他

がん診療における、サイコオンコロジーの役割～新規オピオイドの使い方も含めて～ 奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター センター長 四宮 敏章 先生

いま知っておきたい蕁麻疹のこと～新型コロナワクチン対応も含め～

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

62 0.5
第一三共
77 0.5 1 後援：川内市医師会
66

1

アストラゼネカ
1 後援：鹿児島市医師会

13 0.5
第一三共
80 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島市立病院 皮膚科 馬場 淳徳 先生 26

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

1 大鵬薬品工業
HER2陽性胃癌～新たな治療とマネジメント～
CAT治療＝DOAC？

神奈川県立がんセンター 消化器内科 部長 町田 望 先生

当院の心不全診療における取組み
心不全診療における地域連携

いまきいれ総合病院 循環器内科 部長待遇 志岐健三郎 先生

生涯を見据えた小児てんかんの診療他

埼玉県立小児医療センター 神経科 部長 浜野 晋一郎 先生他

長崎大学病院 循環器内科 病院准教授 池田 聡司 先生

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪薗琢郎 先生

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(web配信)

44 0.5
第一三共
50 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
42 0.5 1 大塚製薬
43 0.5
ノバルティスファーマ
後援：鹿児島市医師会
35 1
第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

