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11月1日(月) 日常診療に潜む低リン血症性くる病・骨軟化症の診断と治療 福岡大学医学部 内分泌•糖尿病内科学 講師 髙士 祐一 先生 72 0.5 協和キリン
19：00～20：25 77 0.5 後援：鹿児島市医師会

鹿児島サンロイヤルホテル(鹿児島市)（Web配信)

11月2日(火) 多様化する糖尿病治療―腎機能を考慮した対応― 大阪市立大学 大学院医学研究科 腎臓病態内科学 准教授 森 克仁 先生 15 0.5 姶良地区医師会
19:00～20:00 76 0.5 第一三共、田辺三菱製薬
（Web配信）
11月2日(火) 人の老化を考え、抗凝固療法を眺める(仮) 心臓血管研究所 所長 山下 武志 先生 73 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ、ファイザー

19:00～20:10 実臨床の出血・梗塞両リスク患者について考える 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 他 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月4日(木) CKD診療の新たな潮流 鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 10 0.5 曽於医師会
19:00～20:30 73 0.5 アストラゼネカ、小野薬品工業
(Web配信)

11月5日(金) インスリン発見100年 インスリン抵抗性から合併症を考える 滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授 前川 聡 先生 73 0.5 鹿児島県内科医会
19:00～20:30 76 0.5 大正製薬

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
11月6日(土) 軽度認知障害の早期発見について メンタルホスピタル鹿屋 認知症疾患医療センター センター長 小林 憲史 先生 5 0.5 メンタルホスピタル鹿屋認知症疾患医療センター

14：00～15：10 29 0.5
メンタルホスピタル鹿屋(鹿屋市)

11月8日(月) 塩エコ(eco) &ベジプラス〜重症化予防を目指して〜 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 74 1 鹿児島県医師会
19:00～21:00 高血圧治療の基礎知識 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学分野 教授 大石 充 先生 82 1

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

11月10日(水) 高齢心房細動患者に対する抗凝固療法とカテーテルアブレーションの適応 福岡山王病院 ハートリズ厶センターセンター長/国際医療福祉大学医学部 特任臨床教授・大学院教授 熊谷 浩一郎 先生 43 0.5 出水郡医師会
19:00～20:00 75 0.5 第一三共
(Web配信)

11月10日(水) 脳卒中急性期治療から二次予防まで 鹿児島大学病院 脳神経外科 米永 理法 先生 32 0.5 第一三共
19:00～20:30 高齢/超高齢心房細動患者の治療―アブレーション・抗凝固療法― 大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座 教授 髙橋 尚彦 先生 43 1 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月11日(木) 心臓から見た心腎貧血症候群 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 1 バイエル薬品
19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会

（Web配信）
11月11日(木) 鹿児島市CKD予防ネットワークの課題と解決策:CKD登録薬剤師への期待 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 10 0.5 アストラゼネカ、小野薬品工業
19:00～20:25 腎臓内科医から見たSGLT2阻害薬への期待〜Target CKD、Beyond DKD〜 熊本大学大学院 腎臓内科学分野 准教授 桒原 孝成 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月11日(木) 生活習慣病に打ち勝つためのお腹の免疫 久留米大学医学部 免疫学講座 主任教授 溝口 充志 先生 23 0.5 鹿児島市内科医会
19:00～20:20 54 0.5 ビオフェルミン製薬、大正製薬
(Web配信) 後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

第2回糖尿病重症化予防
推進研修会 2

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

脳卒中1次/2次予防トータ
ルケアWebセミナー Part.
2(Web講習会)

1.5

南九州 心腎連関WEBカン
ファレンス(Web講習会) 1

1
Renal Expert Meeting in
Kagoshima (Web講習会)

鹿児島市内科医会学術講
演会(Web講習会) 1

曽於医師会学術講演会
(Web講習会) 1

鹿児島県内科医会学術講演会
〜World Diabetes Day Special
Seminar〜(Web講習会）(ハイブ
リッド形式)

1

令和3年度かかリつけ医認知
症対応力向上フォローアップ
研修会

1

鹿児島内分泌代謝・骨系統疾
患セミナー(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

姶良地区Web学術講演会
(Web講習会) 1

J-ELDAFセミナー鹿児島～将
来を見据えた抗凝固療法を再
考する～(Web講習会)

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
11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



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
11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

11月11日(木) 介護保険制度について 鹿児島県高齢者生き生き推進課 介護保険室 保険者指導係 主幹兼係長 向井 真紀子  氏 12 1 鹿児島県医師会、鹿児島県
19：15～20：45 主治医意見書の役割、改正点【総論】他 鹿児島県医師会 副会長 林 芳郎 先生 他 13 0.5

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

11月12日(金) 労災保険診療費請求のポイント 鹿児島県医師会 常任理事 増田 吉彦 先生 6 0.5 鹿児島県医師会
19：00～20：30 頭部外傷と労災診療のポイント(仮) 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 大吉 達樹 先生 19 0.5

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 57 0.5
11月12日(金) 慢性疼痛診療の実際〜診断から治療まで〜 前原総合医療病院 名誉院長 津守 伸浩 先生 63 0.5 第一三共
19:00～20:00 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月13日(土) 糖尿病 菅原医院 院長 菅原 正弘 先生 29 1 薩摩郡医師会
14：00～18：00 認知症 ゆう心と体のクリニック 院長 瀬戸 裕司 先生 74 1
薩摩郡医師会病院(薩摩郡) 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
11月13日(土) AF合併心不全患者へのアプローチ 天陽会中央病院 循環器内科 山口 聡 先生 43 0.5 バイエル薬品
19:00～20:15 これからの心不全治療を考える〜ベルイシグアトに期待される役割〜 東京大学医学部附属病院 高度心不全治療センター 准教授 波多野 将 先生 44 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月15日(月) 心不全治療新時代(仮) 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 74 1 鹿児島県内科医会
19：00～20：00 大塚製薬、ノバルティスファーマ

（Web配信）
11月16日(火) 持続皮下血糖測定:FGM(flash glucose monitoring) を利用した2型糖尿病の血糖管理 いづろ今村病院 糖尿病内科 竹迫 慎平 先生 4 0.5 鹿児島市医師会
18：45～20：30 高齢者糖尿病の注射療法に関わる工夫 (インスリンからGLP1RA、在宅医療まで) いづろ今村病院 糖尿病センター長兼名誉院長 鎌田 哲郎 先生 76 0.5 MSD、ノボノルディスクファーマ

鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信) 肥満糖尿病の治療 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 助教 橋口 裕 先生 80 0.5
11月16日(火) 心房細動の診断と抗不整脈薬治療～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 43 1 熊毛地区医師会
19:00～20:00 第一三共
(Web配信)

11月17日(水) 治療選択肢が増えたアトピー性皮膚炎〜外用剤治療はどう変わる？〜 学校法人 関西医科大学 皮膚科学講座 教授 谷崎 英昭 先生 73 1 鹿児島皮膚疾患の治療を語る会

19:20～20:30 鳥居薬品
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

11月18日(木) 腎臓内科の貧血診療〜高齢者の貧血診療から、新規腎性貧血治療薬の使い方まで 独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 9 0.5 鹿児島市医師会勤務医会
19:00～20:15 73 0.5 協和キリン
(Web配信)

11月18日(木) 富山大学での地域枠学生への教育支援活動について 藤田医科大学 岡崎医療センター 救急科 教授 有嶋 拓郎 先生 1 0.5 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 

18:00～19：30 8 0.5 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

(Web配信) 12 0.5 後援：鹿児島県医師会
11月18日(木) 私の考える腎臓内科医の役割 〜CKD外来ただいま営業中〜 川内まきのせ泌尿器科 腎臓内科 出口 央晋 先生 18 0.5 いちき串木野市医師会、いちき串木野市内科医会

19:00～20:00 24 0.5 協和キリン
(Web配信)

令和3年度介護保険主治
医意見書研修会 (Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1.5

令和3年度労災診療研修
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1.5

Pain Live Symposium in
鹿児島(Web講習会) 1

2021年度地域包括診療
加算・地域包括診療科に
係るかかりつけ医研修会
(DVD講習)

4

高齢化時代の心疾患を考
える会(Web講習会) 1

鹿児島県内科医会学
術講演会(Web講習会)

1

第23回鹿児島市域糖尿病医
療連携体制講習会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

熊毛地区医師会学術講演
会(Web講習会) 1

第25回鹿児島皮膚疾患の治
療を語る会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

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

第56回鹿児島地域医療
教育講演会（Web講習会） 1.5

いちき串木野市医師会
WEB学術講演会(Web講習
会)

1
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11月18日(木) 慢性冠動脈疾患合併心房細動の抗血栓療法 大阪警察病院 循環器内科 特別顧問 平山 篤志 先生 15 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19:00～20:00 73 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

(Web配信) 第一三共
11月18日(木) 最新のエビデンスを踏まえた2型糖尿病治療 山王病院 糖尿病内分泌代謝内科 部長/国際医療福祉大学 臨床医学研究センター 教授 12 0.5 鹿児島県内科医会
19:00～20:00 /東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 特任教授 小田原 雅人 先生 76 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

(Web配信)
11月19日(金) 脆弱性と多様性に着目した高齢者肺炎の診断と治療 東京都健康長寿医療センター 呼吸器内科 部長 山本 寛 先生 45 0.5 鹿児島県内科医会
18:50～20：00 49 0.5 杏林製薬

(Web配信)
11月19日(金) 超高齢・高出血リスク心房細動患者への新たな選択肢 〜エドキサバン15mgが切り拓く未来〜』 京都医療センター 循環器内科 部長 赤尾 昌治 先生 43 1 指宿医師会、指宿市薬剤師会
19:00～20：00 第一三共
（Web配信）

11月19日(金) 変形性足関節症の治療戦略 鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 助教 中村 俊介 先生 19 0.5 大隅臨床整形外科医会
19:00～20:00 57 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

(Web配信) ※日整会単位申請者のみ参加費1,000円 　　　 肝属郡医師会、肝属東部医師会

11月19日(金) 依存する心理的・精神医学的問題、強度行動障害、 薬物療法、家族支援 鹿児島県こども総合療育センター 参事 砂原 眞理子 先生 70 1 鹿児島県医師会
19:00～21:00 小児期の発達障害：睡眠など生活を巡る問題、虐待、その他(伝達研修) 鹿児島県こども総合療育センター 診療部長 中村 美保子 先生 72 1

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

11月19日(金) 脳炎に起因した症候性てんかんの治療について　他 鹿児島大学大学院 脳神経内科・老年病学 医員 穂原 貴裕 先生 他 32 0.5 鹿児島県病院薬剤師会
19:00～21:00 救急外来でてんかんが疑われた患者のその後　他 鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生 他 35 1 ユーシービージャパン
(Web配信) てんかん診療における精神科の役割 愛知医科大学医学部 精神科学講座 教授 兼本 浩祐 先生 72 0.5 後援：鹿児島市医師会

11月20日(土) 医療に係る税制度と諸課題 重松公認会計士事務所 所長/公認会計士・税理士 重久 善一 先生 6 2 鹿児島県医療法人協会
14：00～16：00

（Web配信）
11月20日(土) 総論 鹿児島産業保健総合支援センター 所長 草野 健 先生 1 0.5 鹿児島県医師会
13:00～19:00 健康管理 ヘルスサポートセンター鹿児島 所長 小田原 努 先生 7 0.5 鹿児島産業保健総合支援センター

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 有害業務管理 鹿児島大学大学院 衛生学・健康増進医学 教授 堀内 正久 先生 9 0.5
11 1
12 0.5
15 0.5
19 0.5
36 0.5
42 0.5
43 0.5
45 0.5

11月20日(土) 当院における低侵襲カテーテル治療の展開 他 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 他 7 0.5 鹿児島大学病院
16:00～18:20 Current status of Trans Catheter Mitral Repair; MitraClip 小倉記念病院 循環器内科 部長 白井 伸一 先生 10 0.5 第一三共

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 12 0.5 後援：鹿児島市医師会
73 0.5

医療に係る税制度と諸
課題(Web講習会)

2

日医認定産業医基礎(前
期)研修会 6

第7回桜ケ丘循環器カ
ンファレンス(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

2

大隅臨床整形外科医会学
術講演会(Web講習会) 1

令和3年度第2回かかりつ
け医等発達障害対応力向
上研修

2

第46回鹿児島てんかん研
究会(Web講習会) 2

大隅地区Web学術講演会
(Web講習会) 1

鹿児島県内科医会
Diabetes Web講演会(Web
講習会)

1

鹿児島県内科医会学
術講演会(Web講習会)

1

指宿医師会生涯教育
講座(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
11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

11月21日(日) メンタルへルス対策 玉水会病院 心療内科 長友 医継 先生 1 0.5 鹿児島県医師会
9:00～18:00 作業環境管理 黒沢労働安全衛生コンサルタント事務所 所長 黒沢 郁夫 先生 4 0.5 鹿児島産業保健総合支援センター

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 健康保持増進 鹿児島県民総合保健センター 所長 桶谷 薫 先生 5 0.5
作業管理 ヘルスサポートセンター鹿児島 河村 裕 先生 6 0.5
産業医活動の実際 ヘルスサポートセンター鹿児島 冨宿 明子 先生 20 0.5

21 0.5
30 0.5
31 0.5
32 0.5
35 0.5
51 0.5
53 0.5
60 0.5
63 0.5
69 0.5
70 0.5

11月24日(水) 脳卒中のリハビリテーションと社会参加 産業医科大学医学部 リハビリテーション医学講座 教授 佐伯 覚 先生 13 0.5 鹿児島県リハビリテーション施設協議会

19:00～20:00 78 0.5
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

11月24日(水) 高血圧と浮腫 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 73 0.5 枕崎市医師会
19:00～20:00 高齢心房細動患者に対する抗凝固療法 〜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 74 0.5 第一三共
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会

11月25日(木) 圧迫療法のススメ 血管疾患と皮膚症状 いまきいれ総合病院 血管外科 科長 平林 葉子 先生 13 0.5 第一三共
18:45～20:15 下腿潰瘍の原因とその対処法 鹿児島大学大学院 皮膚科学 准教授 東 裕子 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信) 76 0.5

11月25日(木) 間質性肺炎の最新の治療と病診連携 九州医療センター 呼吸器内科 部長/久留米大学医学部 呼吸器・神経・膠原病内科 准教授 岡元 昌樹 先生 12 0.5 姶良地区医師会
19:00～20:10 45 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム

(Web配信)
11月25日(木) ARNI心不全の新たな治療戦略 鹿児島医療センター 循環器内科 部長 東 健作 先生 19 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19:00～20:00 23 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

(Web配信) ノバルティスファーマ、大塚製薬
11月26日(金) 医療法学のすすめ思わぬ医療事故を防ぐ為の心得〜循環器科関連訴訟を中心に〜 浜松医科大学 医療法学 教授 大磯 義一郎 先生 6 0.5 第一三共
18:45～20:05 医療安全の観点からVTE診療を考える―VTE予防と治療― 松江赤十字病院 心臓血管外科 部長 中村 嘉伸 先生 45 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月26日(金) 周術期口腔機能管理の実際 〜医科歯科連携最前線〜(仮) 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔保健学 准教授 五月女 さき子 先生 43 0.5 出水郡医科歯科連携研究会
19:30～20:40 75 0.5 出水郡医師会、出水郡歯科医師会

(Web配信) 中外製薬

医療安全Webセミナー〜
循環器疾患への対応〜
(Web講習会)

1

出水郡医科歯科連携研究
会Webセミナー(Web講習
会)

1

地域連携で脈管疾患を考
える会(Web講習会) 1.5

始良地区医師会学術講演会
第1回始良地区呼吸器連携
フォーラム(Web講習会)

1

大隅地区学術講演会
(Web講習会) 1

日医認定産業医基礎
(前期)研修会

8

令和3年度鹿児島県リハビリ
テーション施設協議会第2回研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

高齢者トータルケアWEB
セミナー(Web講習会) 1
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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
11月分
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11月26日(金) 心臓からみた高血圧治療(仮) 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 ノバルティスファーマ、大塚製薬
19:00～20:00 脳からみた高血圧治療(仮) 鹿児島市立病院 脳神経内科 科長 宮下 史生 先生 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月26日(金) 心不全パンデミック時代における治療法をシンプルに考える 天陽会中央病院 循環器内科 臨床研究センター センタ―長 加治屋 崇 先生 10 0.5 アストラゼネカ
19:00～20:15 CKD診療の新たな潮流 鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月27日(土) HIV診療の最近の話題 〜一般診療においてHIV感染を疑うコツも含めて〜 九州医療センター AIDS/HIV総合治療センター部長 山本 政弘 先生 8 0.5 鹿児島HIV感染症研究会
16:00～17：05 10 0.5 MSD
（Web配信）

11月27日(土) 鹿児島大学における浸出型加齢黄斑変性の治療方針 鹿児島大学病院 眼科 助教 寺﨑 寛人 先生 1 0.5 鹿児島県眼科医会
16:30～19：00 網膜とデータサイエンス 鹿児島大学医学部 眼科 教授 坂本 泰二 先生 7 1 ノバルティスファーマ

城山ホテル鹿児島(鹿児島市) ※参加費3000円 9 1
11月28日(日) 地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ医の役割 志村大宮病院 理事長・院長 鈴木 邦彦 先生 他 12 1 鹿児島県医師会
14：00～17：10 リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害 岡山済生会総合病院 内科・がん化学療法センター 主任医長 犬飼 道雄 先生 15 1

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 地域連携症例 大村病院 院長 石垣 泰則 他 19 1
11月29日(月) てんかんの診断と治療 鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生 35 0.5 熊毛地区医師会
19:00～20:00 脳塞栓症における血管内血栓回収療法と抗凝固療法 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 78 0.5 第一三共、ユーシービージャパン

(Web配信)
11月29日(月) 心不全診療の現状と将来展望〜sGC刺激薬ベルイシグアトへの期待〜  他 九州医療センター 循環器センター 統括運営部長 肥後 太基 先生　他 73 1 バイエル薬品
19:00～20:00 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

11月30日(火) 前十字靭帯損傷の治療戦略―二次性変形性膝関節症を予防するために― 弘前大学 大学院医学研究科 整形外科学講座 講師 木村 由佳 先生 14 0.5 鹿児島関節研究会
19：00～20：30 肩関節外科医としての30年の歩み 東北労災病院 副院長(院長代行) 井樋 栄二 先生 62 1 大正製薬

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 参加費：500円(会場参加者のみ) 後援：鹿児島市医師会
11月30日(火) 広がる、広げる、2型糖尿病治療の選択肢 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 23 0.5 姶良地区医師会、姶良地区内科医会

19:00～20：00 76 0.5 大日本住友製薬
（Web配信）

11月30日(火) 潰瘍性大腸炎の診断と治療 〜非専門医と専門医の医療連携〜 九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学 助教授 荻野 治栄 先生 22 0.5 出水郡医師会
19:00～20：00 54 0.5 田辺三菱製薬
（Web配信）

11月30日(火) ACPについて(仮) 済生会川内病院 緩和ケア認定看護師 古川 いづみ 氏 4 0.5 第一三共
19:00～20：00 ACP (人生会議)の取り組み 苦痛を取り除く緩和も含めて(仮) おやまクリニック 院長 小山 寿 先生 5 0.5 後援：川内市医師会
（Web配信）

11月30日(火) 次期診療報酬改定に向けて(仮) 日本医師会 常任理事 松本 吉郎 先生 6 1.5 鹿児島県医師会
19:00～20:30

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

11月30日(火) 心不全診療の新しいカタチ(仮) 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 73 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬
19:00～20:00 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

アドバンス・ケア・プランニ
ング(ACP) を考えるWebセ
ミナー(Web講習会)

1

令和3年度第1回保険診
療研修会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1.5

循環器治療Up to date
WEBセミナー(Web講習会) 1

第1回鹿児島骨関節セミ
ナー
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1.5

第483回始良地区内科医
会学術講演会(Web講習
会)

1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

日医かかりつけ医機能研
修制度応用研修会第2回
伝達講習(DVD講習)

3

熊毛地区脳疾患連携ｗeb
セミナー(Web講習会) 1

第30回城山循環器カン
ファレンス(Web講習会) 1

Kagoshima Heart Kidneyカ
ンファレンス(Web講習会) 1

鹿児島HIV感染症研究
会講演会(Web講習会)

1

第271回鹿児島眼科集
談会

2.5

For Heart&Brain高血圧
Web講演会(Web講習会) 1


