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1月13日(金) 糖尿病と認知機能低下の予防・改善のための運動指導 鹿児島大学医学部 保健学科 理学療法学専攻 基礎理学療法学講座 教授 牧迫 飛雄馬 先生 29 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 糖尿病と認知機能 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 76 1 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

1月17日(火) 月経困難症から女性の健康を考える 指宿医療センター 産婦人科 医長 鮫島 浩継 先生 43 1 指宿内科医会 指宿医師会

18:45～20：15 潜在性心房細動を見つけて要介護を減らそう 一宮西病院 副院長 兼 脳神経内科 部長 山口 啓二 先生 53 0.5 指宿医師会、指宿市薬剤師会 山野
指宿医療センター(指宿市)(Web配信) 第一三共 0993-34-2820

1月17日(火) 大腿骨近位部骨折後の臨床現場から～診療報酬改定のbefore/after～ 米盛病院 骨粗鬆症センター センター長 長谷 亨 先生 77 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19:00～20：00 旭化成ファーマ 和田
(Web配信) 0997-52-0598

1月17日(火) 糖尿病に忍び寄る”心不全”にどう立ち向かうか 心臓血管研究所 循環器内科心不全担当 部長 心臓リハビリテーション科担当 部長 加藤 祐子 先生 42 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 川内市医師会

19:00～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

1月18日(水) 高尿酸血症と循環器疾患のかかわり 鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 特任講師 川添 晋 先生 73 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 持田製薬 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

1月19日(木) 医療現場における防犯対策 鹿児島県警察本部 生活安全企画課 犯罪抑止対策室長 警視 竹原 裕二 氏 0 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：30 薬物情勢について 鹿児島県警察本部 組織犯罪対策課 薬物銃器対策官 警視 有馬 昭博 氏 4 0.5 吉永
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 悪質クレーマー(不当要求)からの医療従事者の保護 弁護士法人照国総合事務所 弁護士 神川 洋一 先生 7 0.5 099-254-8121

1月19日(木) 腎性貧血治療Update2023～心腎貧血症候群の観点より あけぼのクリニック 副院長 田中 元子 先生 18 1 鹿屋市医師会、曽於医師会 肝属郡医師会立病院

18:50～20：00 肝属郡医師会、肝属東部医師会 西田
(Web配信) 鳥居薬品 0994-22-3111

1月20日(金) COVID-19と脳卒中 熊本市民病院 脳神経内科 部長 和田 邦泰 先生 30 1 第一三共 第一三共
19:00～20：30 脳卒中と「痛み」の話～中枢神経障害性疼痛薬にも触れて～ 北斗病院 脳神経内科 副院長 金藤 公人 先生 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

1月20日(金) 知識なし、人材なし、財源なし、～医療的ケア児受入れの経緯と３年間の記録～ 学校法人見真学園 田代幼稚園 園長 平川 明憲 氏 10 1 鹿児島県医師会、鹿児島県 鹿児島県医師会

18:30～20：20 医療的ケア児の保育・教育を社会全体で支える～県・市町村・民間と医療的ケア児支援センターの連携～ 熊本大学病院 小児在宅医療支援センター 特任講師 小篠 史郎 先生 13 0.5 大迫
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

1月20日(金) IBD診療における治療戦略～プライマリケアも含めて～ 上小鶴外科・胃腸科 上小鶴 孝二 先生 4 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20：00 田辺三菱製薬 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

1月20日(金) 保険診療の実際(骨粗鬆症を含む)(仮) 橋口整形外科 院長 橋口 兼久 先生 77 1 南薩医師会 南薩医師会

19：00～20：00 旭化成ファーマ 栫
南薩医師会館(南さつま市) 0993-53-6062

1月23日(月) パーキンソン病における疼痛診療 鹿児島大学病院 脳・神経センター 脳神経内科 講師 橋口 昭大 先生 62 1 日置市医師会 第一三共
19:00～20：00 第一三共 竹田
(Web講習会) 080-2135-8782

1月25日(水) UC治療の勘所―実診療でのSDM― かごしまIBD消化器内科クリニック 院長 小野 陽平 先生 53 1 持田製薬 川内市医師会

19:00～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web講習会) 0996-23-4612

大隅地区学術講演会
(Web講習会)

1

問合せ先

令和4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
1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

1.5
第2回糖尿病重症化予防
連携強化研修会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

Diabetes Online
Meeting(Web講習会)

1

尿酸治療を考える会in
奄美(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

鹿児島県医師会防犯
協議会特別講演会

1.5

指宿内科医会学術講
演会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1.5

骨粗鬆症フォーラムin
奄美(Web講習会)

1

脳卒中トータルケア
WEBセミナー(Web講習
会)

1

令和４年度鹿児島県小児在宅
医療推進研修会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1

南薩医師会後期医学
会

1

日置市医師会学術講
演会(Web講習会)

1

UCネットフォーラムin
川薩(Web講習会)

1
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令和4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
1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

1月25日(水) 高齢期の生活実態と支援、発達障害と司法的問題、発達障害の支援ニードにおける当事者の視点、女性の発達障害を中心に 鹿児島県こども総合療育センター 参事 砂原 眞理子 先生 72 1.5 鹿児島県医師会、鹿児島県 鹿児島県医師会

19:00～20：30 大迫
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

1月26日(木) 食塩感受性高血圧とミネラルコルチコイド受容体(MR) 帝京大学医学部 内科学講座 腎臓内科 教授 柴田 茂 先生 15 1 鹿屋市医師会、曽於医師会 岩重医院
19:00～20：00 肝属郡医師会、肝属東部医師会 岩重
(Web講習会) 第一三共 0994-63-8514

1月26日(木) 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022を踏まえた脂質管理 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 75 1 興和 興和
19：00～20：15 後援：鹿児島市医師会 清生

(Web配信) 080-9212-1536

1月27日(金) 当院における新規糖尿病用剤の使用経験 いまきいれ総合病院 糖尿病内科 科長 山元 聖明 先生 76 1 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 住友ファーマ

19：00～20：10 新規経口血糖降下薬とその位置づけを考える かごしま医療センター 糖尿病・内分泌内科 部長 郡山 暢之 先生 住友ファーマ 伊藤
(Web配信) 080-5319-8688

1月28日(土) 大腿骨近位部骨折後の臨床現場から～診療報酬改定のbefore/after～ 米盛病院 骨粗鬆症センター センター長 長谷 亨 先生 60 1 鹿児島県整形外科医会 鹿児島市整形外科医会

16：50～19：00 コンドリアーゼは脊椎医療の新たなイノベーションになり得るか 福岡東医療センター 整形外科 部長 吉田 裕俊 先生 61 1 鹿児島市整形外科医会 永田
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市) 参加費：1,000円 科研製薬 099-226-3737

1月29日(日) 脂肪性肝疾患 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 鹿児島大学病院

10:00～11：20 鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会 尻無濵
(Web配信) 後援：鹿児島県、鹿児島県医師会(予定) 099-275-5329

1月30日(月) シンプルな片頭痛診療とは？～新しい治療選択におけるブレイクスルー～ 関西ろうさい病院 脳神経外科 脳神経血管内治療科 脳卒中センター 主任部長 センター長 豊田 真吾 先生 30 1 日本イーライリリー、第一三共 第一三共
19:00～20：10 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 福井

(Web配信) 肝属郡医師会、肝属東部医師会 080-1033-4435

1月30日(月) 大動脈解離に対する外科治療 鹿児島大学大学院 心臓血管外科学 助教 向原 公介 先生 11 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～21：00 急性冠症候群に対する取り組み～鹿児島style～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 神田 大輔 先生 42 0.5 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 多職種連携による心不全予防 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 74 1 099-254-8121

1月30日(月) MRONJポジションペーパー改訂のポイント骨卒中の話題(仮) 鳥取大学 医学部 保健学科 教授 萩野 浩 先生 31 0.5 川内市医師会、川内薬剤師会、薩摩川内市歯科医師会 川内市医師会

19:00～20：25 歯周病と心房細動・血栓形成どうする？！抗凝固療法中の微小出血(仮) 広島大学病院 循環器内科 教授 中野 由紀子 先生 77 0.5 第一三共 奥
(Web配信) 0996-23-4612

1月31日(火) 腎症を合併した2型糖尿病の新しい治療戦略 順天堂大学大学院 医学研究科 腎臓内科学 先任准教授 合田 朋仁 先生 67 1 鹿児島市内科医会 田辺三菱製薬

18:45～20：00 田辺三菱製薬 増田
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-251-5151

1月31日(火) HTLV-1母子感染予防マニュアルの主な変更点について 他 鹿児島大学医学部 保健学科 看護学専攻 成育看護学講座 教授 根路銘 安仁 先生 他 11 1 鹿児島県医師会、鹿児島県 鹿児島県医師会

19:00～20：00 関
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

令和4年度第1回かかりつけ医
等発達障害対応力向上研修
会(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1.5

大隅地区WEB学術講
演会(Web講習会)

1

循環器疾患と脂質異
常症を考える会(Web
講習会)

1

DUAL Seminar in 姶
良・霧島(Web講習会)

1

令和４年度 鹿児島地
区整形外科教育研修
会

2

令和4年度第3回鹿児島県肝
疾患診療連携ネットワーク研
修会Web開催(Web講習会)

1

鹿児島市内科医会学
術講演会(Web講習会)

1

令和4年度HTLV-1対
策講習会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

片頭痛webセミナー～
地域で診る片頭痛診
療～(Web講習会)

1

令和4年度第2回循環器
病対策研修会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

2

川内市医師会学術講演会第4
回寝たきりゼロを目指して～
骨卒中と脳卒中～中断？継
続？(Web講習会)

1


