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10月2日(土) 関節の痛み―思い出したいあの疾患、この病態― 山形大学大学院 医学系研究科 医学専攻 整形外科学 主任教授 髙木 理彰 先生 61 1 鹿児島整形外科集談会
14：20～19：00 ※参加費2,000円 久光製薬

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

10月5日(火) 慢性心不全の治療アルゴリズムについて 鹿児島大学病院 心臓血管内科 小島 聡子 先生 24 1 アストラゼネカ、小野薬品工業
19：00～20：10 心腎連関を考慮した最新の治療について 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 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
10月6日(水) 厳格な血圧管理を達成するためにMRB活用を考える 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 赤﨑 雄一 先生 74 1 第一三共
18:45～19：45 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
10月6日(水) 糖尿病性腎臓病の診断と治療-Up Date- 草津総合病院 病院長/金沢医科大学 客員教授 古家 大祐 先生 73 0.5 小野薬品工業、アストラゼネカ
19:00～20：00 76 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
10月9日(土) 帯状疱疹の病態と新しい治療 他 福岡大学医学部 皮膚科学教室 教授 今福 信一 先生 他 26 1 鹿児島県皮膚科医部会

17：00～18：15 マルホ
ライカ貸会議室(鹿児島市)(Web配信)

10月12日(火) 頭痛知識のクリーンアップ～新しい発作 発症抑制薬をどう片頭痛治療に組み入れるか～ 間中病院 名誉院長 間中 信也 先生 30 1 第一三共
19:00～20：10 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
10月14日(木) パーキンソン病のリハビリテーションと音楽療法 他 順天堂大学医学部附属浦安病院 リハビリテーション科 教授 林 明人 先生 他 10 0.5 協和キリン
19：00～20：20 62 0.5 後援：鹿児島市医師会、鹿児島県リハビリテーション施設協議会

(Web配信)
10月14日(木) かかりつけ医の抗凝固療法の実際〜GENERAL試験の結果も含めて〜 平光ハートクリニック 院長 平光 伸也 先生 73 1 指宿医師会
19：00～20：00 バイエル薬品

(Web配信)
10月14日(木) 当院脳卒中センターの今までと、これから 今村総合病院 脳神経内科 部長 有水 琢朗 先生 43 0.5 第一三共
19:00～20：10 不整脈医が解決！どうする！？ この心房細動 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 73 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
10月14日(木) 膵癌化学療法の現状と最近の話題 鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学 教授 大塚 隆生 先生 10 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
18:30～19：30 27 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

(Web配信) 大鵬薬品工業
10月15日(金) 整形外科医からみた慢性疼痛と末梢性神経障害性疼痛のマネジメント 自治医科大付属さいたま医療センター 整形外科 教授 秋山 達 先生 60 0.5 鹿児島県整形外科医会
19：00～20：00 63 0.5 第一三共

（Web配信）
10月15日(金) 喘息治療のパラダイムシフト 鹿児島大学大学院 呼吸器内科学 教授 井上 博雅 先生 7 0.5 鹿児島市内科医会
18:45～20：00 79 0.5 杏林製薬

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
10月16日(土) 学校での成長曲線作成の有用性～当院で経験した症例について～ 今村総合病院 小児科 溝田 美智代 先生 72 1.5 鹿児島県小児内分泌研究会
18：00～19：30 代謝メモリー(エピゲノム)からDOHaD説を科学する 熊本大学発生医学研究所 教授 中尾 光善 先生 ノボノルディスクファーマ

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)（Web配信）

Cardiorenalオンラインカン
ファレンス(Web講習会) 1

高血圧Webセミナー (Web
講習会) 1

糖尿病オンラインセミナー
in鹿児島(Web講演会) 1

第69回鹿児島整形外
科集談会

1

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
10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

指宿医師会生涯教育講座
(Web講習会) 1

脳・心連携WEBセミナー
(Web講習会) 1

大隅臨床外科医会・特別
講演会(Web講習会) 1

鹿児島県皮膚科医部会
例会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

Neurology Joint Web
Conference(Web講習会) 1

パーキンソン病治療
2021(Web講習会) 1

鹿児島県整形外科医
会WEB講演会(Web講
習会)

1

鹿児島市内科医会10
月例会(Web講習会)

1

第25回鹿児島県小児内
分泌研究会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5
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10月18日(月) 離島の病診連携(仮) 県立大島病院 循環器内科 医長 宮内 栄治 先生 10 0.5 翔薬、大塚製薬
19：00～20：30 心不全患者に対する多職種アプローチ(仮) 済生会川内病院 内科部長 福岡 嘉弘 先生 12 0.5 後援：川内市医師会

（Web配信）
10月18日(月) 当科および関連施設の早期消化管癌の内視鏡診断・治療の現状と新たな取り組み 鹿児島大学病院 消化器内科 講師 佐々木 文郷 先生 49 0.5 アストラゼネカ
19:00～20：30 GERDの治療戦略〜新GERD診療ガイドラインを含めて～ 大阪市立大学大学院 消化器内科学 教授 藤原 靖弘 先生 52 1 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）

10月18日(月) 新型コロナウイルス感染症と産業医 鹿児島県民総合保健センター 所長/鹿児島県医師会 常任理事 桶谷 薫 先生 8 1 鹿児島県医師会、いちき串木野市医師会

19:00～21：00 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 1
いちき串木野市医師会立脳神経外科センター別棟(いちき串木野市)

10月18日(月) カテーテル治療の新展開〜抗血栓療法も含めて〜 鹿児島大学病院 心臓血管内科 助教 診療講師 神田 大輔 先生 42 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会
19：00～20：00 43 0.5 第一三共

（Web配信） 後援：鹿児島市医師会
10月18日(月) 鹿児島県の新生児マススクリーニングの現状と展望 鹿児島大学大学院 小児科学分野 助教 丸山 慎介 先生 19 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19：00～20：00 日常診療からの気づき(循環器内科)―心肥大を診た際はファブリー病を鑑別に― 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 樋口 公嗣 先生 72 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

（Web配信） 大日本住友製薬
10月19日(火) パーキンソン病は Common disease です～早期診断・早期治療の必要性と病診連携～ 新門リハビリテーションクリニック 院長 加世田 俊 先生 19 0.5 武田薬品工業
19：00～20：00 早期パーキンソン病におけるラサギリンの役割 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生 62 0.5 後援：川内市医師会

(Web配信)
10月19日(火) 高齢者における心房細動の診断と抗凝固療法〜経皮的左心耳閉鎖術の話題を添えて〜 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 42 0.5 第一三共
19：00～20：00 43 0.5 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
10月20日(水) 急性期病院から始める骨粗鬆症治療 〜手術で忙しいのに、骨粗鬆症始めるの？〜 米盛病院骨粗鬆症センター センター長 長谷 亨 先生 77 1 アステラス製薬、アムジェン
19：00～20：30 骨粗鬆症の治療率向上を目指して 橋口整形外科 院長 橋口 兼久 先生 他 後援：鹿児島市医師会

鹿児島市国際交流センター(鹿児島市)(Web配信)

10月20日(水) 糖尿病薬物療法応用自在〜Next SDMカスタマイズド鹿児島 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 12 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：00～20：00 76 0.5 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）

10月21日(木) CKD患者を診る 〜腎性貧血に介入を〜 他 東京女子医科大学 血液浄化療法科 教授 土谷 健 先生 他 73 1 鹿児島県内科医会
19：00～20：20 田辺三菱製薬

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)（Web配信）

10月21日(木) 1次脳卒中センターコア施設の役割―抗凝固療法を含めて― 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 7 0.5 第一三共
19：00～20：10 心房細動に対処する 鹿児島市立病院 循環器内科 科長 奥井 英樹 先生 10 0.5 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
10月21日(木) 連携パスを基盤とした地域包括的な糖尿病合併症重症化予防 嶋田病院 内科部長 赤司 朋之 先生 11 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19：00～20：00 76 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

（Web配信） 協和キリン
10月22日(金) 鹿児島におけるACHD診療：PAH治療薬使用例の現状 鹿児島大学病院 心臓血管内科 講師 湯淺 敏典 先生 24 0.5 ヤンセンファーマ、日本新薬
19：00～20：10 日本のACHD患者における成人診療移行後の診療状況 ―ACHD-PAHに対するTreat and Repair詳細を含めて― 東京大学 保健・健康推進本部 講師 八尾 厚史 先生 45 0.5 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）

第10回北薩地域医療
連携講演会(Web講習
会)

1

消化器疾患Online
Symposium in鹿児島(Web
講習会)

1.5

いちき串木野地区日
医認定産業医研修会

2

高齢者疾患WEBセミ
ナー (Web講習会)

1

脊椎脊髄病変の病診連携
のための会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)中止

1

Diabetes Hybrid Web講演
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

循環器疾患連携Web
セミナー(Web講習会)

1

大隅ファブリー病Web
セミナー(Web講習会)

1

第二回北薩地区パーキンソン
病を考える会〜早期の薬物治
療と病診連携〜(Weｂ講習会)

1

ACHDに伴う肺高血圧症
Webセミナーin鹿児島(Web
講習会)

1

鹿児島県内科医会学術講
演会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

第3回脳卒中連携WEBカ
ンファレンス(Web講習会) 1

大隅地区学術講演会
(Web講演会) 1
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10月22日(金) 新型心不全治療薬による循環器医療のニューノーマル(仮) 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 7 0.5 出水郡医師会、出水郡薬剤師会

19：00～20：10 42 0.5 ノバルティスファーマ、大塚製薬
ホテル泉國邸(出水市)

10月23日(土) 糖尿病 菅原医院 院長 菅原 正弘 先生 29 1 鹿児島県医師会
15：00～19：10 認知症 ゆう心と体のクリニック 院長 瀬戸 裕司 先生 74 1

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 脂質異常症 江草玄士クリニック 院長 江草 玄士 先生 75 1
高血圧症 角谷リハビリテーション病院 院長 有田 幹雄 先生 76 1

10月23日(土) 行政事件訴訟の基礎知識 弁護士 永里 桂太郎 先生 6 2 鹿児島県病院企業年金基金
14：00～16：10 立入調査・個別指導と弁護士帯同 弁護士 井上 清成 先生 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

10月23日(土) 掌蹠膿疱症の最近の話題(仮) 他 福島県立医科大学 医学部 皮膚科学講座 教授 山本 俊幸 先生 他 26 1 鹿児島県皮膚科医部会
18：00～19：20 大鵬薬品工業、ヤンセンファーマ

（Web配信）
10月25日(月) がん関連血栓症について(仮) 24 0.5 第一三共
19:00～20:20 肺がん治療と緩和ケア 東北大学大学院 医学系研究科 緩和医療学分野 教授 井上 彰 先生 45 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）

10月25日(月) 基本から学ぶ心不全の緩和ケア 兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科 医長 大石 醒悟 先生 24 0.5 川内市医師会
19:00～20:20 超高齢社会における心不全・心房細動治療 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 43 0.5 第一三共
(Web配信)

10月26日(火) コロナ禍における慢性疼痛治療の重要性と神経障害性疼痛のエビデンス 名古屋大学大学院 医学系研究科 整形外科学 教授 今釜 史郎 先生 60 0.5 姶良地区医師会
19:00～20:00 63 0.5 第一三共
（Web配信）

10月26日(火) 肺高血圧症における心エコー評価 鹿児島大学病院 検査部 主任 湯之上 真吾 氏 45 1 ヤンセンファーマ、日本新薬
19：00～20：00 地域医療連携で取り組む肺高血圧症の早期診断・早期治療 鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪田 佳代子 先生 後援：川内市医師会

(Web配信)
10月26日(火) 慢性腎臓病患者における低亜鉛血症治療の意義 宮崎大学医学部 血液・血管先端医療学講座 助教/宮崎県立延岡病院 内科・栄養管理科 医長 戸井田 達典 先生 73 1 鹿児島県透析医会
19：00～20：00 アトル、ノーベルファーマ

（Web配信） 後援：鹿児島市医師会
10月27日(水) 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
19：00～20：20 51 0.5 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
10月27日(水) 子宮頸がん患者の悲劇を繰り返さないために 〜HPVワクチンのアップデートと積極的勧奨の再開に向けて〜 鹿児島大学大学院 生殖病態生理学 教授 小林 裕明 先生 8 1 MSD
19：00～20：00 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）

10月27日(水) 災害時の高カリウ厶血症対策について再考する 東京曳舟病院 名誉院長 石原 哲 先生 14 0.5 アストラゼネカ
19:00～20:00 災害時における高カリウム血症対策について 鹿児島大学病院 救急部 助教 二木 貴弘 先生 他 16 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）

薩摩川内市肺高血圧
症WEBセミナー(Web講
習会)

1

鹿児島県透析医会学
術講演会(Web講習会)

1

1

HPV Vaccine Seminar in
Kagoshima (Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

高カリウム血症OnIine
Symposium〜災害・救急対策
を中心に〜(Web講習会)

1

女性のための片頭痛
治療Webセミナー(Web
講習会)

令和3年度地域包括診
療加算・地域包括診療
料に係るDVD研修会

出水郡医師会学術講
演会

1

4

医療と法律を考える研
修会―医療と行政に
ついて考える―

2

鹿児島県皮膚科医部
会学術講演会(Web講
習会)

1

がんトータルケアWebセミ
ナー(Web講習会) 1

川内市医師会学術講演会
〜心不全緩和〜(Web講
習会)

1

運動器疾患カンファランス
(Web講習会) 1



ｺｰﾄﾞ 単位

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
10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

10月28日(木) 慢性心不全の新たな治療戦略(仮) 熊本大学病院 循環器内科 講師 山本 英一郎 先生 38 0.5 出水郡医師会
19：00～20：00 74 0.5 小野薬品工業

(Web配信)
10月28日(木) 高齢者地域における急性期脳梗塞治療の現状と抗凝固薬の使用状況 びろうの樹脳神経外科 菅田 真生 先生 3 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19:00～20:30 高齢者心房細動における治療戦略〜最新のエビデンス結果を含めて〜 大阪医療センター 名誉院長 是恒 之宏 先生 43 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

（Web配信） 78 0.5 第一三共
10月28日(木) 超高齢化社会におけるTotal Stroke Care 鹿児島医療センター 脳・血管内科 濵田 祐樹 先生 32 0.5 第一三共
18:45～20:20 超高齢心房細動患者における抗凝固療法のベネフィットは？〜ELDERCARE-AFの結果から適正使用を考える〜 遠賀中間医師会おんが病院 循環器内科 部長 吉田 哲郎 先生 43 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）

10月29日(金) こんなことやってます、重症下肢虚血診療 他 天陽会中央病院 循環器内科 竹井 達郎 先生 他 10 0.5 協和キリン
19：00～20：30 73 0.5 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
10月29日(金) 変わりゆく心不全治療基本方針 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 24 1 バイエル薬品
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
10月30日(土) 急性期から慢性期のHFNCについて 神戸市立医療センター中央市民病院 副院長・呼吸器内科 部長 富井 啓介 先生 45 1 鹿児島県呼吸療法研究会
16:15～17:45 帝人ヘルスケア
（Web配信） 後援：鹿児島市医師会

10月31日(日) 肝疾患相談センターの活動報告他 鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 他 73 1 鹿児島大学病院肝疾患相談センター

9：30～11：20 鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会

（Web配信） 後援：鹿児島県、鹿児島県医師会

10月31日(日) 【専門医共通講習―③医療安全(必修)：1単位】かかりつけ医の質・医療安全 医療法人社団つくし会 理事長 新田 國夫 先生 他 7 1 鹿児島県医師会
14：00～17：10 メタボリックシンドロームからフレイルまで 東京大学高齢社会総合研究機構 機構長・未来ビジョン研究センター教授 飯島 勝矢 先生 13 1

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 地域医療連携と医療・介護連携 産業医科大学 医学部 公衆衛生学 教授 松田 晋哉 先生 82 1

令和3年度第2回鹿児島県肝
疾患診療連携ネットワーク研
修会(Web講習会)

1

鹿児島フットケアセミ
ナー(Web講習会)

1

ベルイシグアト新発売記
念講演会(Web講習会) 1

第27回鹿児島県呼吸療
法研究会(Web講習会) 1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

大隅地区web学術講演会
(Web講習会) 1.5

脳卒中トータルケアWebセ
ミナー(Web講習会) 1

日医かかリつけ医機能研修制
度応用研修会第1回伝達講習
(DVD講習)

3


