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
9月分
開催日時・会場

9月2日(木)
19：00～20：30
（Web配信）
9月3日(金)
19：30～20：30
(Web配信)
9月3日(金)
19：00～20：00
(Web配信)
9月6日(月)
19：00～20：15
(Web配信)
9月7日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
9月8日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
9月9日(木)
19：00～20：10
(Web配信)
9月9日(木)
19：00～20：30

講習会名

演題等

DLBセミナーin曽於(認知 レビー小体型認知症に伴うパーキンソニズム
症かかりつけ医フォロー 認知症と転倒
アップ研修）(Web講習会) レビー小体病の精神症状とその対応

講師

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

7
病院芳春苑 認知症疾患医療センター 神田 英介 先生 19
宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 精神医学分野 教授 石田 康 先生
29
天陽会中央病院 循環器内科 臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生
VTE & Pain Live
コロナ禍における静脈血栓塞栓症を考える
62
Symposium (Web講習 整形外科領域での神経障害性疼痛治療薬の使い方 今林整形外科病院 院長 大迫 浩文 先生 73
会)
鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 講師 冨永 博之 先生 59
骨粗鬆症性椎体骨折の治療
大隅臨床整形外科医
※日整会単位申請者のみ参加費1,000円
62
会学術講演会(Web講
習会)
脳卒中1次/2次予防
トータルケアWebセミ
ナー(Web講習会)
ARNI発売1周年記念講
演会(Web講習会)
Pain Management
Symposium(Web講習
会)
川薩心不全Web
Seminar (We b講習会)

大山病院 理事長 大山 徹也 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

脳梗塞に対する最新の血管内治療

九州大学大学院医学研究院 脳神経外科 助教 有村 公一 先生

単
位

主催・共催者

0.5
曽於医師会
0.5 1.5 病院芳春苑、大日本住友製薬
0.5
0.5
第一三共
0.5 1 後援：鹿児島市医師会
0.5
0.5

鹿児島県整形外科医会、大隅臨床整形外科医会

1

第一三共
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

32 0.5
第一三共
43 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

心不全ガイドラインのアップデートをふまえて、心不全治療薬をどのように使う？ 兵庫医科大学 循環器・腎透析内科 教授 朝倉 正紀 先生

大塚製薬、ノバルティスファーマ
42 0.5
43 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

Gabapentinoidsによる脊椎由来の疼痛治療〜臨床から適応を考える〜

福岡みらい病院 整形外科 脊椎脊髄病センター センター長 栁澤 義和 先生

60

高齢心不全患者と薬物治療

済生会川内病院 内科部長 福岡 嘉弘 先生 42 0.5

鹿児島県内科医会学 地域別にみた糖尿病症例の特徴〜JDDM臨床研究43, 400症例の検討〜 福元医院 院長 福元 良英 先生
東京女子医科大学病院 血液浄化療法科 教授 土谷 健 先生
術講演会(Web講習
CKD患者を診る 〜腎性貧血に介入を〜
会)(ハイブリッド形式)
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
9月9日(木)
脂質異常症の治療と実際
脂質異常症Webカン
19：00～20：00
ファレンス(Web講習会)
(Web配信)
9月9日(木)
高齢者糖尿病管理のポイント
園田クリニック 院長 園田 紀之 先生
第3回大隅病診連携の
18：50～20：20
会(Web講習会) 延期
(Web配信)
9月10日(金) 大島郡医師会オンライ レンボレキサント承認1年を経過して～不眠症治療を変革することができるか～ 久留米大学 学長 内村 直尚 先生
19：00～20：00 ンセミナー(Web講習
(Web配信) 会)
鹿児島大学病院 消化器内科 馬渡 誠一 先生 他
9月12日(日) 日本肝臓学会市民公開講座 肝炎撲滅 ウイルス性肝炎の最新治療 他
肝がん撲滅運動・令和3年度
9：30～11：45 鹿児島県 肝疾患診療連携
(Web配信) ネットワーク講演会(第1回研修

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会
ノバルティスファーマ、大塚製薬

45 0.5 1 後援：川内市医師会
73 1
鹿児島県内科医会
76 0.5 1.5 協和キリン

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

会)合同Web開催(Web講習会)

75

1

バイエル薬品
1 後援：鹿児島市医師会

4 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
76 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
興和
大島郡医師会、奄美薬剤師会
20 1
1 エーザイ
73 1.5

日本肝臓学会、鹿児島大学病院肝疾患相談センター

1.5

鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

後援：鹿児島県、鹿児島県医師会

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
9月分
開催日時・会場

9月13日(月)
18：30～20：00
(Web配信)
9月13日(月)
19：00～20：00
（Web配信）
9月14日(火)
18：50～20：30
（Web配信）
9月14日(火)
18：45～20：15
（Web配信）
9月15日(水)
19：00～20：15
(Web配信)
9月16日(木)
19：00～20：10
(Web配信)
9月17日(金)
18：50～20：00
（Web配信）
9月17日(金)
19：00～20：30
(Web配信)
9月21日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
9月21日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
9月21日(火)
18：45～20：15
（Web配信）
9月21日(火)
19：00～20：15
（Web配信）
9月22日(水)
18：45～20：15
(Web配信)

講習会名
出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)
血栓症地域連携WEB
セミナー(Web講習会)

演題等

INAネット活用連携の取り組み 〜COVID-19を踏まえて〜 三慶医院 院長 新富 義侯 先生

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
一本まるまる塩のはなし 〜今日は血圧の話しかしません〜

天陽会中央病院 循環器内科 不整脈センター長 佐藤 大祐 先生

抗血栓療法の最近の話題

天陽会中央病院 循環器内科 臨床研究センター長 加治屋 崇 先生

始良地区医師会学術講演 アレルギーと閉塞障害と地域医療連携
会 第482回始良地区内科 かかりつけ医に知ってほしい喘息診療メソッド
医会(Web講習会)

指宿内科医会学術講
演会(Web講習会)
がんトータルケアWeb
セミナー(Web講習会)
大隅地区学術講演会
(Web講習会)

講師

食塩感受性高血圧の病態とMRBの意義

46
79
製鉄記念八幡病院 院長 𡈽橋 卓也 先生 74

がん疼痛治療 どうする？オピオイド製剤の使い方・選び方 長崎大学病院 薬剤部 室長/緩和ケアチーム 龍 恵美 氏
関西労災病院 下部消化器外科 部長 畑 泰司 先生

最新の慢性心不全治療のトピックスと循環器疾患併存COPD治療の最適な治療について

八代ハートクリニック 院長 髙嶋 英夫 先生 46 0.5

ガイドラインを日常診療に生かす～抗血栓療法の改定ポイントを中心に～他 川内市医師会立市民病院 循環器内科 部長 小川 正一 先生 他

心疾患医療連携Web
セミナー(Web講習会)
Total Care Web
Seminar（Web講習会）

54
81

単
位

主催・共催者

0.5
出水郡医師会
0.5 1.5 第一三共
0.5
0.5
天陽会中央病院
0.5 1 第一三共
後援：鹿児島市医師会
姶良地区医師会、姶良地区内科医会
0.5
0.5 1.5 杏林製薬
0.5
1
指宿内科医会
1 指宿医師会、指宿市薬剤師会
第一三共
0.5
第一三共
0.5 1 後援：鹿児島市医師会

大腸癌手術と癌に伴うVTEについて

第2回川薩地区 医-薬
連携Weｂセミナー(Web
講習会)

地域連携で脈管疾患
を考える会(Web講習
会)

12
80
81
50
74

南九州病院 統括診療部長 東元 一晃 先生 12

糖尿病患者の血管合併症予防を目指した新たな治療戦略〜中性脂肪管理の重要性〜 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

日置市医師会学術講
演会(Web講習会)

ｺｰﾄﾞ 単位

山口大学大学院 医学系研究科 呼吸器・感染症内科学講座 教授 松永 和人 先生

脂質異常症学術講演会in
薩摩川内Kowa webカン
ファレンス(Web講習会)

川内市医師会学術講
演会(Web講習会)

CC

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
アストラゼネカ
75 1
興和
1 後援：川内市医師会
73 1.5

川内薬剤師会
1.5 第一三共
後援：川内市医師会
1
川内市医師会
1 協和キリン

CKDのマネジメント―新規薬剤も含めて―

鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 24

心不全診療の新しいカタチ～心不全薬物治療のnew normal～

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 医長 兒玉 和久 先生

12 0.5
日置市医師会
42 0.5 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬

圧迫療法のススメ 血管疾患と皮膚症状
下腿潰瘍の原因とその対処法

いまきいれ総合病院 血管外科 科長 平林 葉子 先生

13
73
76
12
31

鹿児島大学大学院 皮膚科学 准教授 東 裕子 先生

心臓弁膜症の最新治療〜弁膜症ガイドライン2 0 2 0の変更点〜 鹿児島医療センター 循環器内科 医長 平峯 聖久 先生
心不全パス・地域連携シートを用いた心不全管理〜抗凝固療法も含めて～ 長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科 診療部長 古殿 真之介 先生

0.5
第一三共
0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
0.5
0.5
第一三共
0.5 1 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

下肢血管病変について－ PADとVTE－
痛み診療におけるMechanism Based Treatmentの実践〜脊椎疾患による神経障害性疼痛Up to Date〜

福島県立医科大学医学部 整形外科学講座 准教授 二階堂 琢也 先生

11 0.5
第一三共
20 0.5 1.5 後援：鹿児島市医師会
63 0.5

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
9月分
開催日時・会場

講習会名

演題等

9月22日(水) 令和3年度鹿精協前期院 当科における診療•教育•研究
18：10～20：20 長等研修会(Web講習
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

糖尿病治療連携における循環器内科の役割

12
68
70
いづろ今村病院 名誉院長 兼 慈愛会 糖尿病セン ター長 鎌田 哲郎 先生 12
いづろ今村病院 循環器内科 医長 山下 誠 先生 76

外科にまつわる心臓血管外科の話

鹿児島大学大学院 心臓血管外科 教授 曽我 欣治 先生

43 0.5
鹿児島県臨床外科学会
44 0.5 1

全身疾患としての心不全の新しい治療コンセプト

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

73

会)(ハイブリッド形式)

9月22日(水) 糖尿病地域連携セミ
19：00～20：00 ナー(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)
9月25日(土) 鹿児島県臨床外科学
17：00～18：00 会第82回医学会特別
(Web配信) 講演会(Web講習会)
9月27日(月)
熊毛地区医師会学術
19：00～20：00
講演会(Web講習会)
(Web配信)
9月28日(火) 出水郡医師会学術
18：50～20：00 Web講演会(Web講習
(Web配信) 会)
9月28日(火)
第10回伊佐小児医療
18：50～20：00
懇話会(Web講習会)
（Web配信）
9月28日(火) 循環器疾患地域連携
19：00～20：00 Web講演会(Web講習
（Web配信） 会)
9月30日(木) 糖尿病と消化器がん病診
19：00～20：30 連携研究会(Web講習

講師

糖尿病外来診療ワンポイント・レッスン⑦〜糖尿病と心不全〜

鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 教授 中村 雅之 先生

1
鹿児島県精神科病院協会
0.5 2 吉富薬品
0.5
日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー
0.5
0.5 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）

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

会)(ハイブリッド形式)

1

ノバルティスファーマ、大塚製薬

1 後援：熊毛地区医師会
43 0.5
出水郡医師会
75 0.5 1 日本ベーリンガーインゲルハイム

循環器診療における抗血栓薬の投与•中止メソッド

福岡大学医学部 心臓・血管内科学 講師 桑野 孝志 先生

新型コロナウイルスへの対応

鹿児島大学病院 感染制御部 副部長 川村 英樹 先生

心不全診療の新しいカタチ

済生会熊本病院 心臓血管センター 循環器内科 医長 兒玉 和久 先生

ノバルティスファーマ、大塚製薬
12 0.5
44 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

糖尿病と消化器がんの関連性
膵疾患と糖尿病

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 特任講師 出口 尚寿 先生

76

8 0.5
伊佐市医師会
9 0.5 1 杏林製薬

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

CKDにおける電解質管理 〜特にカリウムを考える〜 川内まきのせ泌尿器科 出口 央晋 先生 66
9月30日(木)
川薩 Renal Online
19:00～20：00 Symposium (Web講習会)
(Web配信)

1

鹿児島大学病院
1 テルモ、アステム
後援：鹿児島市医師会
1
アストラゼネカ
1 後援：川内市医師会

