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
12月分
開催日時・会場

12月1日(水)
19:00～20:30
(Web配信)
12月2日(木)
19:00～20:25
(Web配信)
12月2日(木)
19:00～20:00
(Web配信)
12月3日(金)
19：00～20：00
奄美サンプラザホテル(奄美市)

12月3日(金)
19:00～20:20
(Web配信)
12月3日(金)
19：00～20：30

講習会名
第2回SGLT2について考
える会(Web講習会)

演題等
Mechanism-based medicineに基づいたCKD診療

大阪大学大学院 医学系研究科 腎臓内科学 教授 猪阪 善隆 先生

各診療科における、SGLT2阻害薬の適正使用について

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 他

鹿児島ADPKDセミナー
(Web講習会)
第1回奄美大島循環器疾
患連携の会

当センターにおける多発性嚢胞腎のスクリーニングの現状と課題 他

兵庫医科大学病院 臨床検査技術部・超音波センター 次長 橋本 眞里子先生 他

奄美大島における心不全病診連携(仮)

県立大島病院 循環器内科 医長 宮内 栄治 先生

迅速血小板凝集測定による適正な抗血小板療法を目指して 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生

鹿児島県脳神経外科の会
脳血管内治療―守ってきたprincipleと切り開く未来―
(Web講習会)

12月4日(土) 令和3年度鹿児島県医師 これからの医療政策について
17:00～18:00 会代議員・役員合同懇談
12月4日(土)
14:30～18:30

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

主催・共催者

小野薬品工業、アストラゼネカ
73 0.5
82 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

国立循環器病研究センター病院 脳神経外科 医長 佐藤 徹 先生

10

1

大塚製薬
1 後援：鹿児島市医師会

大島郡医師会、奄美薬剤師会
10 0.5
12 0.5 1 大塚製薬

12 0.5
武田薬品工業、大塚製薬
78 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

特定社会保険労務士・産業カウンセラー 新屋 尋崇 氏

6 1
鹿児島県医師会
7 0.5 1.5 鹿児島県医療勤務環境改善支援センター

参議院議員 自見 はなこ 先生

6

鹿児島県医療勤務環境改善支援センター 労務管理アドバイザー

1

鹿児島県医師会
1

会 特別講演会

2
せん妄の遷延のため、末期心不全患者の透析見合わせを含む意思決定支援に難渋した一例 他 鹿児島医療センター 緩和ケアチーム 安庭 愛子 先生 他 10
第105回鹿児島精神神経 長時間ビデオ脳波検査により前頭葉てんかんの診断に至った一例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 宇宿 梓 先生 他
15
学会(Web講習会)(ハイブ
COVID-19罹患後に長期間アパシーが持続した1症例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 今村 研介 先生 他 29
リッド形式)
九州大学大学院 医学研究院 精神病態医学 教授 中尾 智博 先生 35
強迫症の病態と治療
69
私の考える腎臓診療～腎性貧血治療を中心に～ 川内まきのせ泌尿器科 出口 央晋 先生 73
12月4日(土)
奄美医療圏CKD連携講演
19:00～20:00 会(Web講習会)
(Web配信)
鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 12
12月6日(月)
最近の当院での脳血管内治療
Strok Meeting 2021(Web
長崎大学病院 脳神経外科 講師 堀江 信貴 先生 15
19：00～20：10 講習会)
進化する脳血管内手術と今後の展望
（Web配信）
鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 18
12月6日(月)
CKD診療の新たな潮流
大隅地区CKD治療を考え
19：00～20：00 る会(Web講習会)
66
(Web配信)
日本うつ病センター 六番町メンタルクリニック 院長 張 賢德 先生 70
12月7日(火)
withコロナ時代のうつ病治療と自殺予防
メンタルヘルスセミナー in
18：20～19：30 Kagoshima (Web講習会)
（Web配信）

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

単
位

今村総合病院 血液内科 主任部長 伊藤 能清 先生 18 0.5
第一三共
Onco-Cardiology Webセミ 変わりゆく白血病の治療
ナー ～血液がん〜(Web 腫瘍循環器と当院の取り組み〜CTRCDとCATの最新の話題〜 鹿児島大学大学院 医歯学教育開発センター 助教 德重 明央 先生 28 0.5 1 後援：鹿児島市医師会
講習会)

第1回医師の働き方改革 いよいよ加速してきた「医師の働き方改革」
に関するセミナー(Web講
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 習会)(ハイブリッド形式)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)

講師

当院神経科精神科における公認心理師臨床実習で学部生が得た学びの体験 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 上村 佳代 先生 他

0.5
鹿児島精神神経学会
0.5
エーザイ
1
3.5
0.5
0.5
0.5
大島郡医師会、奄美薬剤師会
1
1 バイエル薬品
0.5
バイエル薬品
0.5 1 後援：鹿児島市医師会
0.5
鹿屋市医師会
0.5 1 アストラゼネカ、小野薬品工業
1

ヴィアトリス製薬、大日本住友製薬

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
12月分
開催日時・会場

12月7日(火)
19:00～20:10
(Web配信)
12月7日(火)
19:00～20:00
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

12月8日(水)
18:50～20：00
（Web配信）
12月8日(水)
19:00～20:00
(Web配信)
12月8日(水)
19:00～20:00
(Web配信)
12月8日(水)
19：00～20：00
(Web配信)
12月8日(水)
19：00～20：10
(Web配信)
12月9日(木)
19：00～20：00
（Web配信）
12月9日(木)
18:45～19:45
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

12月9日(木)
19:00～20:15
(Web配信)
12月10日(金)
19:00～20：00
（Web配信）
12月10日(金)
19:00～20:00
(Web配信)
12月10日(金)
19：00～20：15
(Web配信)

講習会名
伊佐市医師会学術講演会
(Web講習会)

演題等
心不全診療の新たなカタチ

超高齢社会の心房細動を 超高齢・高出血リスク心房細動例に対するDOAC療法
考えるin Kagoshima(Web
講習会)(ハイブリッド形式)
鹿児島県皮膚科医部会学
術講演会(Web講習会)
川内市医師会学術講演会
(Web講習会)

講師
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

済生会熊本病院 心臓血管センター循環器内科 不整脈先端治療部門 最高技術顧問 奥村 謙 先生

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

42 0.5
伊佐市医師会
43 0.5 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬
43 0.5
第一三共
78 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

皮膚科医が知るべき亜鉛の話

静岡社会健康医学大学院大学 学長/京都大学 名誉教授 宮地 良樹 先生

19 0.5
鹿児島県皮膚科医部会
58 0.5 1 ノーベルファーマ、アトル

心不全を見据えた糖尿病治療：ジャディアンスの位置付け

王子総合病院 副院長 三木 隆幸 先生 76

1

川内市医師会
1

日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー

Cardiovascular Disease
＆ Diabetes Web
Seminer(Web講習会)

心血管病リスク軽減を目指した糖尿病治療

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

日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー
74 0.5
76 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

救急医療最前線〜地域におけ
る救命の連鎖の進化と、もしも
に備える災害医療〜(Web講習
会)

救急科より
循環器科より

池田病院 救急科 地域救急センター センター長 久木田 一朗 先生

かかりつけ医のための高齢者てんかん

鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生

14 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
44 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
大塚製薬
30 0.5
姶良地区医師会
35 0.5 1 第一三共、ユーシービージャパン

池田病院 院長 池田 大輔 先生

脳疾患連携WEBセミナー
片頭痛治療の連携〜片頭痛発症抑制のパラダイムシフト〜 静岡赤十字病院 脳神経内科 部長 今井 昇 先生
(Web講習会)

46 0.5
アストラゼネカ
52 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

かかりつけ医のための消
化器疾患を考える会(Web
講演会)

GERD2021-薬の使い分け GERD診療ガイドラインの変更点を含めて 天陽会中央病院 消化器内科 主任部長 谷口 鎌一郎 先生

Multimorbidity (多疾患併
存フォーラム)(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

多疾患併存時代の腎疾患診療～臓器最適ではなく、全体最適を考える～ 他

鹿児島医療センター腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 他

73

DVT? !これが頭をよぎったら～DVTの診断と治療～

いまきいれ総合病院 血管外科 科長 平林 葉子 先生

SASは万病のもと―心房細動と睡眠時無呼吸症候群の密接な関係― 浜松医科大学 内科学第三講座 助教 成瀬 代士久 先生

15 0.5
バイエル薬品、アステム
63 0.5 1 後援：鹿児島市医師会

新しい糖尿病薬イメグリミンに期待すること 〜糖尿病臨床とミトコンドリア〜

76

病診連携を考える会WEB
講演会(Web講習会)
指宿内科医会学術講演会
(Web講習会)

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

鹿児島大学医学部 保健学科 教授 宮田 昌明 先生
高血圧診療の課題とその解決方法(仮)
いちき串木野市医師会
WEB学術講演会(Web講習
会)
抗てんかん薬の治療効果判定と専門医紹介のタイミング 鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生
てんかんWebセミナーin奄
美(Web講習会)

1

1

協和キリン
1 後援：鹿児島市医師会

指宿医師会、指宿内科医会
1 大日本住友製薬

いちき串木野市医師会、いちき串木野市内科医会
73 0.5
74 0.5 1 大塚製薬

大島郡医師会、奄美薬剤師会
12 0.5
35 0.5 1 第一三共、ユーシービージャパン

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
12月分
開催日時・会場

講習会名

演題等

12月11日(土)
糖尿病
令和3年度地域包括加
15：00～19：10 算・地域包括診療に係る 認知症
姶良地区医師会館(霧島市)
脂質異常症
かかりつけ医研修会
高血圧症
12月13日(月) 出水郡医師会学術Web講 フォーカスアップデート版 心不全治療-(仮)
19:00～20:30 演会(Web講習会)(ハイブ これからの高血圧治療ARNIの可能性(仮)

講師
菅原医院 院長 菅原 正弘 先生

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

29
ゆう心と体のクリニック 院長 瀬戸 裕司 先生 74
江草玄士クリニック 院長 江草 玄士 先生 75
角谷リハビリテーション病院 院長 有田 幹雄 先生 76
福岡大学病院 循環器内科 講師 志賀 悠平 先生
3
熊本大学病院 循環器内科 講師 山本 英一郎 先生 74
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) リッド形式)
82
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
12月13日(月) 腎疾患合併高血圧WEBセ 腎疾患を伴う高血圧治療に対するMRBの位置付け
74
19:00～20:00 ミナー 〜腎臓病とMR関
75
連高血圧〜(Web講習会)
(Web配信)
鹿児島大学病院 心臓血管内科 講師・診療准教授 窪田 佳代子 先生 74
12月14日(火)
肺高血圧症を見逃さないために
指宿医師会学術講演会
19:00～20:00 (Web講習会)
(Web配信)
鹿児島大学病院 産科婦人科学 助教 﨑濱 ミカ 先生 10
12月14日(火)
女性と片頭痛
片頭痛治療の連携を考え
片頭痛治療の夜明け：フレマネズマブの活用と新ガイドライン 富永病院 副院長 竹島 多賀夫 先生
19:00～20:30 る会(Web講習会)
30
(Web配信)
12月14日(火) 生活習慣病と不眠症の関 循環器疾患患者の睡眠と陲眠障害 〜オレキシン受容体拮抗薬の可能性〜 順天堂大学医学部附属順天堂医院 循環器内科 准教授 葛西 隆敏 先生 20
19：00～20：00 係を考える会in北薩(Web
(Web配信) 講習会)
アトピー性皮膚炎のアンメットニーズを解決する最新治療 鹿児島市立病院 皮膚科 医長 馬場 淳徳 先生 12
12月15日(水)
鹿児島県内科医会学術講
19:00～20:00 演会(Web講習会)
26
(Web配信)
12月15日(水) 第24回薩摩川内地区消 注目される酸関連疾患：GERDとNSAID起因性消化管障害 〜GERD診療ガイドライン2021を含めて〜 九州大学大学院医学研究院 消化器代謝学 准教授 伊原 栄吉 先生 52
19:00～20:00 化器疾患研究会(Web講
(Web配信) 習会)
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 24
12月15日(水)
循環器疾患とミネラルコルチコイド
高血圧トータルケアWEB
糖尿病症例などのアルドステロン作用を意識した高血圧治療 鹿児島大学病院 糖尿病・内分泌内科 助教 橋口 裕 先生 74
19：00～20：20 セミナー(Web講習会)
(Web配信)
済生会熊本病院 副院長 心臓血管センター 循環器内科 部長 坂本 知浩 先生 42
12月15日(水)
抗血栓療法のNew Normal
大島郡医師会学術講演会
19：00～20：00 (Web講習会)
43
(Web配信)
12月16日(木)
脳梗塞予防でもっとも大切なことは何か？ 他 岐阜大学大学院 医学系研究科 脳神経外科学分野 講師 榎本 由貴子 先生 他 78
第4回脳卒中連携WEBカ
19:00～20：00 ンファレンス(Web講習会)
（Web配信）
鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生
12月16日(木)
今冬のCOVID-19とインフルエンザ診療
8
鹿児島県内科医会学術講
19:00～20:00 演会(Web講習会)
28
(Web配信)

単
位

主催・共催者

1
姶良地区医師会
1
4
1
1
0.5
出水郡医師会
0.5 1.5 ノバルティスファーマ、大塚製薬
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

1

指宿医師会
1 日本新薬、ヤンセンファーマ

0.5
大塚製薬
0.5 1 後援：鹿児島市医師会
1

エーザイ
1 後援：川内市医師会

0.5
鹿児島県内科医会
0.5 1 サノフィ
1

アストラゼネカ
1 後援：川内市医師会

0.5
第一三共
0.5 1 後援：鹿児島市医師会
大島郡医師会、奄美薬剤師会
0.5
0.5 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ、ファイザー

1

第一三共
1 後援：鹿児島市医師会

0.5
鹿児島県内科医会
0.5 1 塩野義製薬

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
12月分
開催日時・会場

講習会名

12月16日(木)
18:30～19:30
(Web配信)
12月16日(木)
19：00～20：00
(Web配信)
12月17日(金)
19：00～20：30
（Web配信）
12月17日(金)
19:00～20：45
(Web配信)
12月17日(金)
19:00～20:00
(Web配信)
12月17日(金)
19：00～20：00
(Web配信)
12月18日(土)
15：00～18：00

大隅地区Web学術講演会
〜早期腎性貧血治療を考
える〜(Web講習会)

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

演題等

講師

12月20日(月)
19:00～20:15
(Web配信)
12月21日(火)
19：00～20：00
(Web配信)
12月23日(木)
19:00～20:20
(Web配信)
12月23日(木)
19：00～20：10
(Web配信)
12月23日(木)
19：00～20：00
(Web配信)

ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

31 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
43 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
バイエル薬品
大島郡医師会、奄美薬剤師会
これからの慢性腎臓病(CKD)治療の展望と課題 加治木温泉病院 腎臓内科 屋 万栄 先生 11 0.5
大島郡医師会学術講演会
73 0.5 1 協和キリン
(Web講習会)
糖尿病性腎臓病における腎臓貧血治療～ＨIF-PH阻害薬への期待～

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門 主任教授 深水 圭 先生

当院における非代償性肝硬変の治療について(仮)

鹿児島厚生連病院 副院長兼内科統括部長 平峯 靖也 先生

第554回姶良地区愛胃会
ウイルス性肝炎のこれから(仮)
(Web講習会)

アブレーション治療について(仮)

始良・霧島地区 学術講演
不整脈治療の介入(仮)
会(Web講習会)
腎性貧血診療連携セミ
ナー(Web講習会)
出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会)

原土井病院 院長 野村 秀幸 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

長崎大学病院 循環器内科学 講師 武居 明日美 先生

13
27
73
2
10

これからのCKD戦略〜新規治療選択肢と診療連携〜 原三信病院 腎臓内科 部長 満生 浩司 先生 66

薬剤関連顎骨壊死の治療と予防―緊密な医科歯科連携で発症を防ぐ― 国際医療福祉大学 三田病院 歯科口腔外科 部長 矢郷 香 先生

岩尾病院 中村 尚人 先生 他
第9回死体検案・身元確認業 事例報告
務等研修会(Web講習会)(ハイ 歯学部での法歯学教育と戦没者遺骨収集事業への参加経験 鹿児島大学大学院 解剖法歯学分野 教授 田松 裕一 先生
ブリッド形式)
死体検案における死後画像診断の長所と限界 鹿児島大学大学院 法医学分野 教授 林 敬人 先生
始良地区医師会学術講演 心不全治療薬でもあるジャディアンスをいつどのように使用する？ 王子総合病院 循環器内科・糖尿病内科 副院長 三木 隆幸 先生

12月20日(月)
19:30～20：30 会(Web講習会)(ハイブリッ
ホテル京セラ(霧島市)(Web配信)

CC

0.5
姶良地区愛胃会
0.5 1.5 ギリアド・サイエンシズ
0.5
1
姶良地区医師会
0.5 1.5 大塚製薬、ノバルティスファーマ
1

田辺三菱製薬
1 後援：川内市医師会

11 0.5
出水郡医師会
49 0.5 1 第一三共
1
12

1
2 3

鹿児島県医師会、鹿児島県歯科医師会
鹿児島県警察本部、第十管区海上保安本部

後援：鹿児島県
76

1

姶良地区医師会、姶良地区内科医会

1

日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー

ド形式)

第2回寝たきりゼロを目指 地域でつなぐ骨折予防
して 〜骨卒中と脳卒中〜 超高齢社会における脳卒中診療
(Web講習会)
北薩CKD Online
Symposium (Web講習会)

CKD診療の新たな潮流

消化器疾患を考える会 in
大隅半島(Web講習会)

九州医療センター脳血管センター 部長/ 脳血管・神経内科 科長 杉森 宏 先生

77 0.5
第一三共
78 0.5 1 後援：川内市医師会

鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 66

1

アストラゼネカ、小野薬品工業

1

鹿児島市CKD予防ネット 慢性腎臓病に対するマルチレイヤーアプローチ 他
ワーク地区別研修会(Web
講演会)
呼吸器フォーラ厶2021・第4回
鹿児島呼吸器感染症カンファ
レンス(Web講習会)

新門整形外科 院長 領木 良浩 先生

琉球大学病院 血液浄化療法部 診療教授 部長 古波蔵 健太郎 先生 他

73

1

後援：川内市医師会、薩摩郡医師会、出水郡医師会

鹿児島市CKD予防ネットワークプロジェクト会議

1 アストラゼネカ、小野薬品工業
後援：鹿児島市医師会

市中肺炎に対する抗菌薬選択の考え方

宮崎大学医学部 内科学講座 呼吸器・膠原病・感染症・脳神経内科学分野 教授 宮崎 泰可 先生

当院における消化器診療の現状

1 杏林製薬
後援：鹿児島市医師会
池田病院 消化器内科 医長 上原 翔平 先生 52 0.5
鹿屋市医師会、曽於医師会
鹿児島大学病院 消化器内科 講師 佐々木 文郷 先生 53 0.5 1 肝属郡医師会、肝属東部医師会
武田薬品工業、大塚製薬

いまさら，されど．これからのGERD診療〜2021年ガイドラインも含めて〜

8

1

鹿児島呼吸器感染症カンファレンス

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
12月分
開催日時・会場

講習会名

12月23日(木)
始良脳疾患医療連携セミ
18：30～19：30 ナー(Web講習会)
(Web配信)

演題等

講師

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

CC
ｺｰﾄﾞ 単位

単
位

主催・共催者

30 0.5
姶良地区医師会
32 0.5 1 第一三共

