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
6月分
開催日時・会場

6月3日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
6月3日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
6月4日(金)
19：00～20：15
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

6月4日(金)
19：00～20：00
(Web配信)
6月5日(土)
18：00～19：30
(Web配信)
6月7日(月)
19：00～20：00
(Web配信)
6月8日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
6月8日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
6月10日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
6月10日(木)
19：00～20：30
(Web配信)
6月10日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
6月10日(木)
19：00～20：50
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島(鹿児島市)（Web配信）

6月14日(月)
19：00～21：00
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

講習会名
第553回始良地区愛胃
会(Web講習会)
出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)
第13回鹿児島IBD
フォーラ厶(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

演題等

講師

NAFLD/NASH診療アップデート〜診療ガイドライン2020改訂を踏まえて〜 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野

肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

73 0.5
姶良地区愛胃会
75 0.5 1 興和

抗CGRP製剤時代の片頭痛診療

池田脳神経外科 院長 池田 耕一 先生

9 0.5
出水郡医師会
30 0.5 1 日本イーライリリー

IBDにおけるustekinumabの闇から光 他

久留米大学医学部 免疫学講座 主任教授 溝口 充志 先生

※参加費：500円
鹿児島県における脳卒中と脳神経外科治療

鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 吉本 幸司 先生

53 0.5
鹿児島IBDフォーラム
55 0.5 1 田辺三菱製薬
後援：鹿児島市医師会
13 0.5
熊毛地区医師会
78 0.5 1 バイエル薬品

日本プライマリ•ケア連合
学会鹿児島支部会 第10
回講演会(Web講習会)

2型糖尿病治療の課題と展望

福岡大学医学部 内分泌•糖尿病内科学講座 主任教授 川浪 大治 先生

Migraine Live
Symposium(Web講習
会)

片頭痛治療の新時代、ガルカネズマブの登場と頭痛難民救済のロードマップ 富永病院 副院長・脳神経内科部長 竹島 多賀夫 先生

熊毛地区医師会学術
講演会(Web講習会)

無症候性末梢静脈血栓症に対する新たな治療戦略と当院での肺血栓症診療

アブレーション連携
WEBセミナー(Web講習
会)

鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学 特任講師 徳重 明央 先生

鹿児島大学大学院 心臓血管内科 診療講師 神田 大輔 先生

30 0.5
第一三共
73 0.5 1 日本イーライリリー
後援：鹿児島市医師会
7 0.5
鹿児島市内科医会
12 0.5 1 武田薬品工業、大塚製薬

ヴィアトリス製薬
1 大日本住友製薬
後援：鹿児島市医師会
米盛病院 循環器内科 虚血性心疾患センター センター長 下髙原 淳一 先生
45 0.5
翔薬、第一三共
九州大学 循環器内科 講師 日浅 謙一 先生 73 0.5 1 後援：川内市医師会

うつ病患者のレジリエンスを邪魔しない治療 ～女性のうつ病への対応を含めて〜 東京女子医科大学東医療センター 精神科 部長・臨床教授 大坪 天平 先生

第9回北薩地域医療連
DOAC時代のVTE院内体制整備
携講演会(Web講習会)
診療科の垣根を越えて～心不
全パンデミックを見据えた心不
全管理～(Web講習会)

心不全に対するチーム医療と病診連携

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

わが国の心不全治療におけるARNIの位置づけ～慢性心不全のガイドライン・フォーカスアップデートを受けて～

鳥取大学医学部 統合内科医学講座 循環器・内分泌代謝内科学分野 教授 山本 一博 先生

全集中で挑む心房細動の治療戦略〜抗凝固療法も含めて〜

鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 特任助教 二宮 雄一 先生

70

発達障がい児の気づきと支援
厚生労働省 発達障害者支援施策について

鹿児島県こども総合療育センター 所長 外岡 資朗 先生
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 発達障害対策専門官 加藤 永歳 氏

1

10 0.5
大塚製薬
43 1 1.5 ノバルティスファーマ
後援：鹿児島市医師会
43 0.5
第一三共
73 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島県透析医療従事者 MARTによるおだやかな貧血管理〜Iron Firstに基づいて〜 有澤総合病院 副院長 中倉 兵庫 先生 73
セミナー2021(Web講習
会)(ハイブリッド形式)
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)

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

1.5 後援：鹿児島県医師会

抗血栓療法の最近の話題 循環器専門医が考える配合錠の使いどころ〜種子島におけるポリファーマシーへの取り組み〜
と消化管出血対策を考え インターベンション治療とアスピリン・ボノプラザンフマル酸塩の使いどころ
る会(Web講習会)

鹿児島メンタルヘルス
セミナー(Web講習会)

76 1.5

6
70

1

鹿児島県透析医会
1 鳥居薬品

1
鹿児島県医師会
1 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
6月分
開催日時・会場

6月14日(月)
19：00～20：00
(Web配信)
6月16日(水)
19：00～20：10
(Web配信)
6月16日(水)
19：00～20：00
（Web配信）
6月17日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
6月17日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
6月17日(木)
18：30～19：30
(Web配信)
6月17日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
6月18日(金)
19：10～20：10
（Web配信）
6月18日(金)
19：00～20：30
(Web配信)
6月18日(金)
18：45～20：15
（Web配信）
6月21日(月)
19：00～20：00
(Web配信)
6月21日(月)
19：00～20：30
（Web配信）
6月22日(火)
18：00～19：30
(Web配信)

講習会名

演題等

鹿児島市泌尿器科医 夜間頻尿の病態・診断・治療について
会学術講演会(Web講
習会)
鹿児島県皮膚科医部会例 高齢者に対する爪白癬治療

講師
長崎大学病院 泌尿器科•腎移植外科 病院講師 松尾 朋博 先生

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

65

単
位

1

鹿児島市泌尿器科医会
1

にしくまもと病院 皮膚科 山下 直子 先生

8

1

会Web学術講演会(Web講
習会)

主催・共催者
キッセイ薬品工業、フェリング・ファーマ

鹿児島県皮膚科医部会
1 佐藤製薬、エーザイ

下肢血管病変について－PADとVTE－
日置市医師会学術講
脳血管内治療の最前線－抗凝固療法を含めて－
演会(Web講習会)

鹿児島市立病院 循環器内科 科長 尾辻 秀章 先生
鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生

73 0.5
日置市医師会
78 0.5 1 第一三共

夜間頻尿診療ガイドライン改定のポイント
指宿医師会生涯教育
男性夜間頻尿患者の最新治療
講座(Web講習会)

指宿医療センター 泌尿器科 部長 千代丸 剛 先生

65

1

指宿医師会
1 キッセイ薬品工業

73

1

鹿児島県内科医会、ファイザー
1 ブリストル・マイヤーズ スクイブ

鹿児島県内科医会学
術講演会(Web講習会)
片頭痛治療WEBセミ
ナー (Web講習会)
大隅地区学術講演会
(Web講習会)

ガイドラインに沿った心房細動の包括的管理～J-ELD AF registryを踏まえて～ 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学 教授 髙橋 尚彦 先生

新たな片頭痛治療 ガルカネズマブについて

後援：鹿児島市医師会
田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生 30 0.5
姶良地区医師会
74 0.5 1 第一三共

C K D患者の高カリウム血症治療

鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 18 0.5

いちき串木野市医師 心不全の病診連携と新規心不全治療薬
会Web講演会（Web講
習会)
急性腹症の超音波診断
第78回鹿児島消化器
病研究会(Web講習会)
がんトータルケアWeb
セミナー(Web講習会)
心不全 Web
Seminar(Web講習会)
脳血管疾患Webセミ
ナー（Web講習会)

福元クリニック 理事長 福元 和彦 先生

Onco-Cardiology〜血栓症の対応も含めて〜
がん患者における骨粗鬆症とそのマネジメント

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

第53回鹿児島地域医 そうだ！地域へ行こう！
療教育講演会(Web講
習会)

63 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
アストラゼネカ
12 0.5
いちき串木野市医師会
73 0.5 1 いちき串木野市内科医会
大塚製薬、ノバルティスファーマ

川崎医科大学 検査診断学(内視鏡•超音波) 教授 畠 二郎 先生

53 1.5

がん研究会有明病院 腫瘍循環器•循環器内科 部長 志賀 太郎 先生

11
24
73
12
73

帝京大学ちば総合医療センター 第三内科学講座(内分泌代謝) 教授 井上 大輔 先生

心不全ガイドラインのアップデート〜いまさら聞けない心不全診療の疑問～ 鹿児島大学医学部 保健学科 教授 宮田 昌明 先生

脳卒中医のためのてんかん診療Update
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〜

鹿屋市医師会、曽於医師会

熊本大学病院 脳神経内科 特任助教 松原 崇一朗 先生
鹿児島医療センター 脳卒中センター長/脳血管内科部長 松岡 秀樹 先生

高知大学医学部 家庭医療学講座 教授 阿波谷 敏英 先生

鹿児島県消化器病研究会
1.5 EAファーマ

0.5
第一三共
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
0.5
0.5
ノバルティスファーマ
0.5 1 大塚製薬
後援：鹿児島市医師会
35 0.5
第一三共
78 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
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
4 0.5
12 0.5 1.5
13 0.5
後援：鹿児島県医師会

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、日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

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
6月分
開催日時・会場

6月24日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
6月24日(木)
18：50～20：00
（Web配信）
6月24日(木)
19：00～20：30
（Web配信）
6月25日(金)
19：00～20：30
(Web配信)
6月25日(金)
19：00～20：50
鹿児島市医師会館（鹿児島市）

講習会名

演題等

講師

田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生
大隅地区Web学術講 新たな片頭痛治療ガルカネズマブについて
演会〜片頭痛診療〜
(Web講習会)
いまきいれ総合病院 糖尿病内科 科長 山元 聖明 先生
鹿児島糖尿病・CKD重 当院における糖尿病治療について
症化予防セミナー(Web 行政、かかりつけ医と協働で行うCKD対策と腎症合併2型糖尿病治療update 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
講習会)
早期未分化型胃癌に対するLCI観察の有用性 南風病院 古川 沙織 先生
胃影会学術講演会
(Web講習会)

口腔と胃•食道との密接な関連性
第13回鹿児島FD • IBS
明日から見直す便秘診療 〜テーラーメードを目指して〜
研究会(Web講習会)
令和3年度鹿児島市外
科医会総会・講演会

最近の心臓血管外科

鹿児島大学大学院 歯科矯正学分野 教授 宮脇 正一 先生
東海大学医学部医学科 内科学系消化器内科学 領域主任教授 鈴木 秀和 先生

鹿児島大学大学院 心臓血管外科学分野 教授 曽我 欣治 先生

6月25日(金)
当院におけるレンボレキサントの使用経験
大山病院 院長 大山 徹也 先生
大隅地区WEB学術講 睡眠障害の診断と治療〜認知症を含めた高齢者を中心に〜 鹿児島大学病院 神経科精神科 助教 石塚 貴周 先生
19：00～20：30
演会(Web講習会)
（Web配信）
鹿児島大学大学院 衛生学・健康増進医学分野 教授 堀内 正久 先生
6月25日(金)
産業医活動における多職種連携
始良地区日医認定産
19：00～21：00
業医研修会
姶良地区医師会館(霧島市)

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

30 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
51 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
日本イーライリリー、第一三共
10 0.5
田辺三菱製薬、第一三共
73 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
50 0.5
指宿医師会、胃影会
52 0.5 1.5 EAファーマ
53 0.5
54 1
鹿児島FD・IBS研究会
1 アステラス製薬
1 0.5
鹿児島市外科医会
9 0.5 1
20 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
29 0.5 1.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会
69 0.5
エーザイ
鹿児島県医師会、姶良地区医師会
11 1
13 1 2

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
6月25日(金)
健康寿命Up !〜早期介入・早期予防〜
11
川薩地区日医認定産
産業医に知ってほしい最新の眼科治療について こがひさお眼科クリニック 院長 古賀 久大 先生 36
19：00～21：00
業医研修会
川内市医師会館(薩摩川内市)

鹿児島県医師会、川内市医師会
1
1 2

鹿児島セーフティーマネジメント研究会、鹿児島県病院薬剤師会
ルールを守らないことで発生するリスク ルールを遵守するための環境づくり 大勝病院 医療安全管理室 専従師長 増田 久美子 氏他
6月26日(土) 第8回鹿児島セーフ
7 2.5
2.5 テルモ
13：15～17：00 ティーマネジメント研究 報道事例から学ぶ医療安全管理2020～ルールを知り、そして、守ることが基本～ 医療安全システム デザイナー 古川 裕之 氏
会
※参加費：1000円
6月28日(月) 始良地区医師会 学術講 心不全パンデミック～藤沢市慢性心不全地域連携クリニカルパスの試み～ 藤沢市民病院 循環器内科 診療内科部長 塚原 健吾 先生 12 0.5
姶良地区医師会
19：00～20：10 演会(Web講習会)(ハイブ
42 0.5 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)

ホテル京セラ(霧島市)(Web配信)

6月29日(火)
19：00～20：00
（Web配信）
6月29日(火)
19：00～20：00
（Web配信）
6月30日(水)
19：00～20：00
（Web配信）

後援：鹿児島市医師会、鹿児島県看護協会、鹿児島県臨床検査技師会、鹿児島県臨床工学技士会

リッド形式)

片頭痛治療Web Seminar
in Kagoshima(Web講習会)

Diabetes&Incretin
Online Seminar in 大
隅(Web講習会)
片頭痛治療WEBセミ
ナー(Web講習会)

片頭痛発症抑制のパラダイムシフト：抗CGRP抗体ガルカネズマブ 日本赤十字社 静岡赤十字病院 脳神経内科 部長 今井 昇 先生

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

日本イーライリリー、第一三共
9 0.5
30 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

54 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
73 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
日本イーライリリー、大日本住友製薬

新たな片頭痛治療ガルカネズマブについて

田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生

30 0.5
第一三共
69 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

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
6月分
開催日時・会場

6月30日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
6月30日(水)
19：00～20：15
(Web配信)
6月30日(水)
19：00～20：15
(Web配信)

講習会名
消化器病FORUM in
Kagoshima(Web講習
会)

演題等
病態から考えるGERD診療の実際

上部消化管出血に対する抗潰瘍薬の有用性
Joint Meeting in 鹿児
2年700症例にみた心房細動治療
島(Web講習会)
第23回薩摩川内地区 肝炎治療トピックス
消化器疾患研究会
(Web講習会)

講師

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

東北大学病院 消化器内科 准教授 小池 智幸 先生

52 0.5
鹿児島市内科医会
82 0.5 1 武田薬品工業、大塚製薬

天陽会中央病院 消化器内科 主任部長 谷口 鎌一郎 先生
天陽会中央病院 循環器内科・不整脈センター センター長 佐藤 大祐 先生

43 0.5
バイエル薬品
50 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

鹿児島大学病院 消化器内科 助教 馬渡 誠一 先生

27

1

第一三共、アストラゼネカ
1 後援：川内市医師会

