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3月2日(木) 変わりつつある性教育～性を表通りに！ 福元クリニック 理事長 福元 和彦 先生 11 1 鹿児島市医師会学校医会 鹿児島市医師会

19:20～20：30 中迫
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 099-226-3737

3月2日(木) 肺高血圧症早期発見の重要性 鹿児島大学病院 心臓血管内科 特任助教 宮永 直 先生 12 0.5 日本新薬 日本新薬
19:00～20：20 CTEPH治療の最前線～セレキシパグの新たなエビデンスを紐解く～ 国立循環器病研究センター 心臓血管内科部門 肺循環科 医長 大郷 剛 先生 45 0.5 ヤンセンファーマ、アステム 川瀬

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-258-6021

3月3日(金) メディカルケアステーション(MCS)を活用した効果的な連携の在り方 鹿屋在宅支援診療所 原田 努 先生 13 1 鹿屋市医師会、鹿屋市 鹿屋市医師会

19:00～20：00 鹿屋市地域包括支援センター 小高峯
鹿屋市医師会館(鹿屋市)(Web配信) 0994-43-4757

3月3日(金) 労災診療における整形外科の役割 九州大学 名誉教授/九州労災病院 名誉院長 岩本 幸英 先生 57 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

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

3月3日(金) がん患者のVTEマネジメントの重要性 川内市医師会市民病院 循環器内科 新地 秀也 先生 15 1 第一三共 川内市医師会

19:00～20：00 Kagoshima-DVT scoreの開発とがん患者への応用 琉球大学大学院 医学研究科 臨床薬理学講座 准教授/鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 客員准教授 德重 明央 先生 他 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

3月4日(土) かかりつけ医の役割～職場におけるメンタルヘルスを含めて～ 鹿児島県医師会 理事 山畑 良蔵 先生 7 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

14:00～18：00 かかりつけ医・産業医のためのうつ病の診断 鹿児島市立病院 精神科部長 肝付 洋 先生 13 0.5 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市) かかりつけ医・産業医のためのうつ病患者への対応と診療 鹿児島大学 精神機能病学分野 教授 中村 雅之 先生 20 1 099-254-8121

かかりつけ医・産業医のためのアルコール関連問題対応 森口病院 院長 田中 大三 先生 69 1
地域・職場・かかりつけ医・精神科医との連携 鹿児島県くらし保健福祉部 障害福祉課 精神保健福祉対策監 川﨑 誉代 氏 70 1

3月4日(土) リハビリテーション医学からパラスポーツの発展を目指して 宮崎大学医学部 附属病院 リハビリテーション科 リハビリテーション部 教授 荒川 英樹 先生 10 1 鹿児島リハビリテーション医学研究会 鹿児島リハビリテーション医学研究会

16:00～19:00 後援：鹿児島県リハビリテーション施設協議会、鹿児島県理学療法士協会 串田
(Web配信) 　　鹿児島県作業療法士協会、鹿児島県言語聴覚士会 099-275-5339

3月4日(土) テニス肘の病態と治療：診療ガイドラインと最近の話題 福岡山王病院 整形外科 部長 福岡国際医療福祉大学 教授 副島 修 先生 57 1 鹿児島県医師会 鹿児島県整形外科医会

16:15～18:40 関節近傍発生の骨軟部腫瘍 久留米大学 医学部 整形外科学教室 主任教授 平岡 弘二 先生 61 1 久光製薬 中山
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 参加費　1,000円 099-254-8121

3月6日(月) 糖尿病患者のポジティブライフを支援するコーチング 松本メディカルコミュニケーションズ 代表 松本 一成 先生 4 1.5 協和キリン 川内市医師会

18:30～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

3月7日(火) 痙縮治療における療法士の関わり 熊本託麻台リハビリテーション病院 副士長 理学療法士 鳥飼 有希子 先生 10 0.5 姶良地区医師会 帝人ヘルスケア

18:30～20：00 痙縮治療に対するボツリヌス療法における当院の工夫 八代郡医師会 八代北部地域医療センター 院長 吉田 光宏 先生 78 1 帝人ヘルスケア・帝人ファーマ 田中
(Web配信) 後援：鹿児島県理学療法士協会、鹿児島県作業療法士協会 099-255-8177

3月7日(火) 鹿児島Style for ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 診療講師 神田 大輔 先生 0 0.5 トーアエイヨー トーアエイヨー

18：50～20：30 循環器対策基本法と鹿児島県循環器医療―心不全と脳卒中を中心に― 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 10 0.5 後援：鹿児島市医師会 松田
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 092-713-7013

3月7日(火) 「在宅医療とリハビリテーション」～その現状と課題～ ひさまつクリニック 理事長・院長 久松 憲明 先生 80 1 鹿児島県リハビリテーション施設協議会 鹿児島県リハビリテーション施設協議会

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

3月8日(水) 鹿児島Style for ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 診療講師 神田 大輔 先生 12 0.5 興和 興和
18:50～20：30 循環器病対策基本法と循環器病予防―夜に気を配る― 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 後援：鹿児島市医師会 清生

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-256-6927

鹿児島市南地区WEB
学術講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

令和4年度鹿児島県リハビリ
テーション施設協議会第3回研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

循環器疾患病診連携セミナー
in鹿児島市中央地区(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

かかりつけ医うつ病対
応力向上研修会

4

第36回鹿児島リハビリ
テーション医学研究会
(Web講習会)

1

第72回鹿児島県整形外
科医会教育研修会(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

2

糖尿病重症化予防対策勉強
会～スキルアップWebセミナー
～(Web講習会)

1.5

姶良地区医師会共催
学術講演会痙縮治療
セミナー(Web講習会)

1.5

鹿児島市医師会学校医
会総会・講演会 1

PHネットワークセミナーin
鹿児島2023(Web講習会) 1

鹿屋市在宅医療介護連
携研修会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

令和4年度労災診療研
修会

1

がん患者トータルケアセミ
ナー—がん関連血栓症を
考える—(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
3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
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3月8日(水) 変わりゆく便秘診療 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 助教 前田 英仁 先生 54 0.5 鹿児島県内科医会 アステラス製薬

19:00～20：00 高齢者に対する排尿障害治療のポイント 川原腎・泌尿器科クリニック 院長 川原 和也 先生 65 0.5 アステラス製薬 松尾
(Web配信) 080-1118-4546

3月8日(水) 鹿児島県の胃がん検診の現況について 鹿児島県民総合保健センター 副所長 瀬戸山 仁 先生 9 0.5 鹿児島県消化器がん検診推進機構

19:00～21：00 胃内視鏡スクリーニングとH.pylori陰性時代に知っておきたい胃癌について 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 那須 雄一郎 先生 12 1 鹿児島県、鹿児島県民総合保健センター

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 後援：鹿児島県医師会、鹿児島市医師会

3月8日(水) 慢性心不全治療と循環器疾患併存COPD治療について(仮) 八代ハートクリニック 院長 髙嶋 英夫 先生 8 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20：30 感染症専門医が考える慢性気管支炎の治療～健康寿命の延長を目指して～ 関西医科大学 内科学第一講座 呼吸器感染症・アレルギー科 教授 宮下 修行 先生 79 0.5 アストラゼネカ 新藏
(Web配信) 後援：水俣市葦北郡医師会 0996-63-0646

3月9日(木) 発達障害と遺伝 鹿児島大学病院 小児科 松永 愛香 先生 72 1.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 発達障害と被虐待 鹿児島大学病院 精神科 特任助教 島田 尚子 先生 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(鹿児島市) 099-254-8121

3月9日(木) 骨転移に対して整形外科医ができること～神経障害性疼痛も含めて～ 鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 講師 佐々木 裕美 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：20 みんなで診よう、骨転移！―骨転移・痛み診療のトピックスとチーム医療の重要性― 九州大学病院 整形外科 講師 遠藤 誠 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤

(Web配信) 080-2154-3389

3月9日(木) オーラルフレイルから始まる全身フレイルの漢方治療～殊に嚥下障害と漢方～ 筑波大学附属病院 総合診療科 臨床教授 加藤 士郎 先生 49 1 指宿医師会 指宿医師会

19:20～20：20 指宿内科医会 山野
(Web配信) ツムラ 0993-34-2820

3月10日(金) 産業医の学びを地域の大腸がん検診受診率向上に活かす：保険薬局との協働の試み 他 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 他 11 2 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:20～20：30 鹿児島県の大腸がん検診結果 鹿児島県生活習慣病検診等管理指導協議会 大腸がん部会長 石澤 隆 先生 オリンパスマーケティング 関
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 大腸内視鏡検査における基本技術と精度管理の重要性 国立がん研究センター中央病院 検診センター センター長 小林 望 先生 099-254-8121

3月10日(金) 腎障害の進展抑制を見据えた糖尿病治療 横浜市立大学 内分泌・糖尿病内科 教授 寺内 康夫 先生 76 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18:50～20：00 後援：鹿児島市医師会 浦
(Web配信) 099-251-5151

3月10日(金) 多職種連携に役立つがん疼痛治療の基礎知識 県立広島病院 薬剤科 笠原 庸子 先生 10 1 鹿児島緩和ケア・ネットワーク テルモ
19:00～20：30 テルモ 吉村

鹿児島市立病院(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 0120-12-8195

3月10日(金) 脳血管疾患の予防と治療改めて血圧管理の重要性を考える(仮) 三重大学大学院医学系研究科 脳神経外科学 教授 鈴木 秀謙 先生 73 1 大塚製薬 大塚製薬
19:00～20：30 血管内治療について(仮) 大阪医療センター 脳神経外科 科長 藤中 俊之 先生 ノバルティスファーマ 後藤

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 070-4538-7522

3月11日(土) 当院における股関節唇損傷の治療経験 他 今村総合病院 スポーツ整形外科 上薗 直弘 先生 7 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

15：00～18：00 スポーツと貧血について 鹿児島大学教育学部 保健体育講座 教授 前田 雅人 先生 9 1 青木
鹿児島県医師会(鹿児島市) スポーツ整形外科におけるエコーの役割 志學館大学 健康科学部 健康スポーツ科学科 教授 後藤 英之 先生 10 1 099-254-8121

3月11日(土) 産科麻酔の真価―The Last & First Frontier― 埼玉医科大学総合医療センター 准教授 松田 祐典 先生 0 1 鹿児島麻酔懇話会
16:00～19:00 ビー・ブラウンエースクラップ

かごしま県民交流センター(鹿児島市)

3月14日(火) 外来診療における食事指導の工夫 上ノ町・加治屋クリニック 院長 加治屋 昌子 先生 11 0.5 鹿児島市医師会 鹿児島市医師会

18:45～20：35 専門医が考えるかかりつけ医が困っている症例への対応その1 いづろ今村病院 慈愛会糖尿病センター センター長 兼 名誉院長 鎌田 哲郎 先生 73 0.5 住友ファーマ 原田
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) SDMカスタマイズド鹿児島New Version 鹿児島医療センター 糖尿病・内分泌内科 部長 郡山 暢之 先生 76 0.5 099-226-3737

第27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

糖尿病薬物治療を考
える会(Web講習会)

1

鹿児島緩和ケア・ネットワーク
特別講座(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

鹿児島脳神経血管内治
療研究会2023(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

第29回鹿児島スポーツ医
学研究会 3

第64回鹿児島麻酔懇
話会

1

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1.5

令和4年度第3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

がんの支持療法を考えるWEB
Seminar～骨メタ、神経障害～
(Web講習会)

1

指宿内科医会学術講
演会(Web講習会)

1

大腸がん検診研修会
(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

2

CC-Conference(Web
講習会)

1

令和4年度胃がん検診
均てん化研修会

1.5



ｺｰﾄﾞ 単位
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
3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

3月15日(水) 当院におけるHPVワクチン接種の取り組み 小児科・内科みなみクリニック 院長 南 武嗣 先生 4 0.5 鹿児島市小児科医会 MSD
19:00～20：30 HPVワクチン～残された課題の解決に向けて 長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科 小児科学 教授 森内 浩幸 先生 11 1 MSD 山田

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 080-6686-8441

3月15日(水) 鹿児島Style for ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 診療講師 神田 大輔 先生 75 1 姶良地区医師会・姶良地区薬剤師会

19:00～20：10 循環器病対策基本法と鹿児島循環器医療―心原性脳梗塞と心不全対策を中心に― 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 バイエル薬品
かごしま空港ホテル(霧島市)(Web配信)

3月15日(水) 院内感染、院内感染対策について 吉重クリニック院長 吉重 幸一 先生 8 1 肝属東部医師会 肝属東部医師会

19:00～20：00 新中須
肝属東部医師会館(肝属郡) 0994-65-0099

3月16日(木) 腹膜透析もうこれだけ～PDという手段で高齢腎不全診療に立ち向かう～ 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 18 0.5 鹿児島県透析医会 協和キリン
19:00～20：30 簡単なオーバーナイト透析 前田病院 副院長 前田 篤宏 先生 73 0.5 協和キリン 藤木

Li-ka19・20(鹿児島市)(Web配信) 099-223-2700

3月16日(木) 「積極的脂質低下療法の意義を再考」～PCSK9阻害薬の登場で可能となったACS2次予防～ 中央病院 臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生 12 0.5 日置市医師会 アステラス製薬

19:00～20：10 「鹿児島Style for ACS」～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 診療講師 神田 大輔 先生 75 0.5 アステラス製薬 中西
日置市医師会(日置市)(Web配信) アムジェン 080-1010-0866

3月17日(金) 難治股関節症例に対する治療 鹿児島大学大学院 医療関節材料開発講座 特任講師 藤元 祐介 先生 61 1 大隅臨床整形外科医会 恒心会おぐら病院

19:00～20：00 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 小倉
(Web配信) 参加費：1000円 日整会単位申請者のみ 　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会 0994-44-7171

3月17日(金) これからの不眠診療の常識と非常識 秋田大学大学院 医学系研究科 精神科学講座 教授 三島 和夫 先生 20 1 指宿医師会 指宿医師会

19:00～20：00 エーザイ 山野
山川文化ホール(指宿市)(Web配信) 0993-34-2820

3月17日(金) Kagoshima-DVT scoreの当院での導入と運用 鹿児島市立病院 循環器内科 川浪 優 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：25 新しい血栓スコアの開発とその応用 琉球大学大学院 医学研究科 臨床薬理学講座 准教授/鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 客員准教授 德重 明央 先生 15 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤

(Web配信) 080-2154-3389

3月18日(土) 中央情勢報告 日本医師会 会長 松本 吉郎 先生 6 1.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

17:30～19：00 正野
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

3月20日(月) 糖尿病性神経障害と向き合う～病態・病期を考慮した診療～ 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター 特例准教授 出口 尚寿 先生 63 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19:00～20：00 第一三共 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

3月20日(月) 日常診療におけるピットフォールとしての甲状腺疾患 牟田病院 院長 柳瀬 敏彦 先生 73 1 鹿児島市内科医会 あすか製薬
19:00～20：30 あすか製薬 谷野

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-6645-9409

3月23日(木) 実地臨床からみた慢性閉塞性肺疾患における3剤吸入導入のアプローチ 亀井内科呼吸器科医院 院長 亀井 雅 先生 46 1 鹿屋市医師会、曽於医師会、肝属郡医師会、肝属東部医師会 肝属郡医師会立病院

19:00～20：10 アストラゼネカ 西田
(Web配信) 0994-22-3111

3月23日(木) 過活動膀胱と間質性膀胱炎の最新治療(仮) 原三信病院 理事・泌尿器科 部長 武井 実根雄 先生 65 1 鹿児島県泌尿器科学会 杏林製薬
18:50～20：20 杏林製薬 前田

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 070-3541-9285

糖尿病トータルケアセ
ミナーin奄美(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

鹿児島市内科医会学
術講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

大隅地区学術講演会
(Web講習会)

1

鹿児島県排尿障害
フォーラム(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

日置市医師会学術講
演会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

大隅臨床整形外科医
会学術講演会(Web講
習会)

1

睡眠薬の適正使用を考える会
in指宿(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

鹿児島DVT連携WEB
セミナー(Web講習会)

1

日本医師会松本吉郎会長によ
る特別講演会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1.5

鹿児島HPVワクチンセ
ミナー(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1.5

姶良地区医師会学術講演会
～鹿児島Style for ACS～
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

令和4年度第1回肝属
東部医師会感染対策
研修会

1

鹿児島県透析医会学術講演
会～腎代替療法(RRT)のモダ
リティを考える会Part2(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1
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3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

3月24日(金) うつと自殺～司法精神鑑定の事例を通して～ 鹿児島大学医学部 保健学科/同大学院 保健学研究科 教授 赤崎 安昭 先生 70 1 川内市医師会 川内市医師会

18:50～20：10 ヴィアトリス製薬、住友ファーマ 奥
(Web配信) 0996-23-4612

3月24日(金) 糖尿病だからこそ確認したい夜間頻尿～デベルザの処方意義を含めて～ 愛媛大学 総合健康センター 教授 古川 慎哉 先生 76 1 鹿児島県内科医会 興和
19:00～20：15 興和 冨田

(Web配信) 099-256-6927

3月24日(金) 乳癌診療における最近の進歩 熊本大学病院 乳腺・内分泌外科 教授 診療科長 山本 豊 先生 11 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 コニカミノルタジャパン 関
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

3月24日(金) 脳神経外科・失敗学のすすめ 日本医科大学大学院 医学研究科 脳神経外科学分野 大学院教授 森田 明夫 先生 33 1 鹿児島市脳神経外科医会 第一三共
19:30～20：30 第一三共 時任

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

3月25日(土) 医療を巡る国会での話題～第211回通常国会 参議院議員・医師 梅村 聡 先生 6 1.5 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県医療法人協会

15:00～16：30 堀
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 099-268-4896

3月27日(月) 鹿児島Style for ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 診療講師 神田 大輔 先生 75 1.5 興和 川内市医師会

18:50～20：30 循環器病対策基本法と循環器病予防―夜に気を配る― 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：川内市医師会 奥
SSプラザせんだい(薩摩川内市) 0996-23-4612

3月28日(火) てんかん診療 びろうの樹 脳神経外科 菅田 真生 先生 20 1 姶良地区医師会 エーザイ
19:00～20：15 睡眠障害への対応～不眠とせん妄に対する薬物療法～ 鹿児島市立病院 精神科 肝付  洋 先生 エーザイ 北島

(Web配信) 070-7607-5022

3月28日(火) 高齢者における心房細動治療の注意点 東北大学病院 循環器内科 講師 野田 崇 先生 43 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19:00～20：00 後援：鹿児島市医師会 尾上
(Web配信) 080-2401-8203

3月28日(火) 脳神経外科における頭痛診療 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 講師 山畑 仁志 先生 30 0.5 第一三共、日本イーライリリー 第一三共
19:00～20：20 精神科における片頭痛治療を考える～精神疾患と頭痛との関係～ 鈴木神経科病院 副院長 井上 悟 先生 68 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

3月29日(水) 【専門医共通講習—医療倫理：1単位】現場実践に活かす「臨床倫理」と「医療安全」の取り組み方―「安全・安心な医療」と「倫理的な医療」の関係とは？― 宮崎大学大学院 医学獣医学総合研究科 医科学獣医科学専攻 生命倫理コーディネーター 高度職業人養成コース コース長・教授 板井 孝壱郎 先生 2 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：00 寺原
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 099-254-8121

3月29日(水) 鹿児島市糖尿病腎症重症化予防の取り組み いづろ今村病院 糖尿病センター センター長 兼 名誉院長 鎌田 哲郎 先生 73 0.5 小野薬品工業 小野薬品工業

19:00～20：30 心腎代謝連関を念頭においた糖尿病治療選択 自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科 教授 原 一雄 先生 76 1 アストラゼネカ 柳
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-2485-6605

3月30日(木) COVID-19の現状と今後の対応～2類相当から5類移行目前にして～ 県民健康プラザ鹿屋医療センター 感染管理認定看護師 永山 由香 氏 8 1 肝属東部医師会 肝属東部医師会

17:30～18：30 新中須
肝属東部医師会館(肝属郡) 0994-65-0099

3月30日(木) 認知症最新の知見について 荘記念病院 認知症疾患医療センター センター長 若林 友 先生 29 1 荘記念病院認知症疾患医療センター 荘記念病院認知症疾患医療センター

19:30～20：30 後援：出水郡医師会 木脇
出水郡医師会立第二病院(出水市) 0996-82-3113

3月31日(金) 当院における心不全の急性期診療から地域連携まで 宮崎市郡医師会病院 循環器内科 部長 西平 賢作 先生 10 1 トーアエイヨー トーアエイヨー

18:50～20：30 急性冠症候群の診療体制の構築と予後改善への取り組み 宮崎市郡医師会病院 副院長 兼 心臓病センター センター長 柴田 剛徳 先生 後援：鹿児島市医師会 松田
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 092-713-7013

第10回鹿児島糖尿病
合併症研究会(Web講
習会)

1.5

令和4年度第2回肝属
東部医師会感染対策
研修会

1

令和4年度かかりつけ
医認知症対応力向上
フォローアップ研修会

1

第6回鹿児島ハートチーム研
究会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

循環器疾患病診連携
セミナーin川内

1.5

地域医療診療セミナー
(Web講習会)

1

不整脈アカデミー(Web
講習会)

1

Migraine Web Seminar
for Psychiatry(Web講
習会)

1

令和4年度鹿児島県医
師会医療安全対策研
修会

1

KOWA Web
Conference(Web講習
会)

1

第26回乳がん検診研
修会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

鹿児島市脳神経外科
医会講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

鹿児島県医療法人協
会令和4年度後期研修
会

1.5

川内市医師会学術講
演会(Web講習会)

1


