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11月2日(水) 高齢者医療における漢方治療～認知症の周辺症状を中心に～ けいめい記念病院 副院長 岡原 一德 先生 22 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 ツムラ 和田
(Web配信) 0997-52-0598

11月4日(金) 特別講演1「医師会運営の基本姿勢と、二つの事業の取り組みについて 」他 0 3 今村総合病院 日本医療マネジメント学会 第20回九州・山口連合大会

9：00～17：40 特別講演3「時代は動く、座して待つことなかれ」 他 日本病院会 会長 相澤 孝夫 先生 他 7 2 ジョンソン・エンド・ジョンソン 田原 他
かごしま県民交流センター(鹿児島市) 招請講演1「2040年に向けた医療機関の生き残り戦略」 国際医療福祉大学 学長(元厚生労働省医務技監)  鈴木 康裕 先生 後援：鹿児島県医師会 等 092-716-7116

教育セミナー2 医療安全 他 長崎大学 安全管理部 部長 教授 栗原 慎太郎 先生 他

参加費：事前登録：6,000円　　当日登録：7,000円　　学生：2,000円

11月5日(土) 招請講演2「地域包括ケアシステムの進化・広がり・深化—医療マネジメントの視点から」 他 埼玉県立大学 理事長 田中 滋 先生 他 0 1 今村総合病院 日本医療マネジメント学会 第20回九州・山口連合大会

8：50～16：40 シンポジウム5 医療安全（災害対策・BCP） 他 岩手県立大船渡病院 院長 渕向 透 先生 他 7 1.5 ジョンソン・エンド・ジョンソン 田原 他
かごしま県民交流センター(鹿児島市) 特別講演2「コロナ禍における看護職の活動と今後に向けて」 東京医療保険大学 副学長（前日本看護協会会長）坂本 すが 先生 12 1 後援：鹿児島県医師会 等 092-716-7116

シンポジウム3 医療連携 他 九州がんセンター 院長 藤 也寸志 先生 他 13 1.5
市民公開講座 前尚古集成館 館長 田村 省三 氏 
参加費：事前登録：6,000円　　当日登録：7,000円　　学生：2,000円

11月7日(月) 鹿児島Style for ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 鹿児島大学病院 診療講師 神田 大輔 先生 6 0.5 いちき串木野市医師会 いちき串木野市医師会

19：00～20：10 循環器病対策基本法と心不全診療 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 12 0.5 いちき串木野市内科医会 久保
いちき串木野市医師会館(Web配信)(ハイブリッド形式) ノバルティスファーマ、大塚製薬 0996-32-7955

11月11日(金) 抗CGRP抗体の使用経験について 田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生 30 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19:00～20：00 大塚製薬 和田
(Web配信) 0997-52-0598

11月11日(金) ガイドラインに則した脂質異常症の診療～2022年版改訂を踏まえて～ 鹿児島大学医学部 保健学科 教授 宮田 昌明 先生 75 1 姶良地区内科医会 興和
18:50～20：00 興和 冨田

(Web配信) 099-256-6927

11月11日(金) 消化器がん化学療法と神経障害性疼痛 他 鹿児島大学病院 消化器内科 助教 有馬 志穂 先生 他 7 1 第一三共 第一三共
19:00～20：00 後援：鹿児島市医師会 藤村

(Web配信) 090-6940-5235

11月11日(金) 労働衛生関係法令 鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：30 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 副会長 桶谷 薫 先生 8 1 熊毛地区医師会、鹿児島産業保健総合支援センター 青木
ホテルニュー種子島(西之表市) 099-254-8121

11月12日(土) HIV感染症と検査 鹿児島大学病院 HIV対策室 室長 橋口 照人 先生 8 0.5 鹿児島HIV感染症研究会 MSD
16：00～17：35 HIV診療の最近の課題～感染者の高齢化に伴う並存疾患の管理も含めて～ 九州医療センター AIDS/HIV総合治療センター 部長 南 留美 先生 10 1 鹿児島大学大学院 渡辺
(Web講習会) MSD 080-5479-2108

11月14日(月) 心不全・高血圧における現状と治療について(仮) 兵庫県立淡路医療センター 循環器内科 医長 藤本 恒 先生 74 1 姶良地区内科医会 ノバルティスファーマ

19：00～20：00 大塚製薬・ノバルティスファーマ 森
(Web配信) 080-2270-6961

11月15日(火) 人口膝関節置換術における手術から周術期の話題—手技の工夫や合併症対策について— 東京女子医科大学付属足立医療センター 整形外科 教授 髙木 博 先生 61 1 鹿児島県整形外科医会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 鈴木

(Web配信) 099-219-9171

11月15日(火) コーディネート看護師活動について 唐津赤十字病院 看護師長 吉田 安代 氏 10 0.5 鹿屋市医師会 協和キリン
19：00～20：10 唐津地区糖尿病地域連携の10年を俯瞰する 唐津赤十字病院 内科 山﨑 孝太 先生 82 0.5 協和キリン 原田

かのやグランドホテル(鹿屋市)(Web配信) 080-2067-1611

第7回大隅地区CKD予防
ネットワーク講演会(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

1

鹿児島HIV感染症研究
会 講演会(Web講習
会)

1.5

姶良地区内科医会
Web講演会(Web講習
会)

1

鹿児島県整形外科医
会WEB講演会(Web講
習会)

1

第492回姶良地区内科医
会学術講演会KOWA Web
Conference(Web講習会)

1

第4回谷山がんトータルケ
アセミナー(Web講習会) 1

熊毛地区日医認定産
業医研修会

2

日本医療マネジメント
学会 第20回九州・山
口連合大会

5

日本医療マネジメント
学会 第20回九州・山
口連合大会

5

いちき串木野市医師会学
術講演会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

奄美大島のための片頭痛
WEB SEMINAR(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
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

1
大島郡医師会漢方学
術講演会(Web講習会)
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11月分
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11月15日(火) 患者さんの病態を考慮した高血圧診療～循環器専門医の立場から～ 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 32 0.5 姶良地区医師会 第一三共
19:00～20：20 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 74 0.5 第一三共 小西

(Web配信) 080-1315-8618

11月15日(火) 症例に基づいた経口薬選択の方法 その2 いづろ今村病院 慈愛会糖尿病センター 上久保 定一郎 先生 11 0.5 鹿児島市医師会 鹿児島市医師会

18:45～20：35 腎症重症化予防プログラムと保健指導 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 73 0.5 ノボノルディスクファーマ 原田
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) DKD患者における外来治療ステップアップ：一般検尿検査から、カルシウム、リン、アシドーシスへの対応まで 鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 76 0.5 099-226-3737

11月17日(木) S状結腸閉塞を伴う絞扼性小腸軸稔転症の1例 いまきいれ総合病院 林 知実 先生 他 9 1 鹿児島市外科医会 鹿児島市医師会

18:30～20：20 田淵
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 099-226-3737

11月17日(木) 当科での胆膵疾患について(仮) 鹿児島厚生連病院 消化器内科 部医長 藤田 俊浩 先生 52 0.5 鹿児島市内科医会 武田薬品工業

19：00～20：15 日常で遭遇する上腹部疾患～酸関連疾患から胆膵疾患～(仮) 鹿児島大学病院 光学医療診療部 准教授 橋元 慎一 先生 53 0.5 武田薬品工業 原田
(Web配信) 080-4324-2686

11月17日(木) 大隅地区における骨粗鬆症治療と地域連携～大腿骨近位部骨折術後患者さんの連携～ 恒心会おぐら病院 整形外科 海江田 光祥 先生 12 0.5 大隅臨床整形外科医会
19：00～20：15 当科における骨粗鬆症骨折治療の工夫～疼痛治療を中心に～ 福岡みらい病院 整形外科 脊椎脊髄病センター センター長 栁澤 義和 先生 82 0.5 鹿屋市医師会・曽於医師会・肝属郡医師会・肝属東部医師会

(Web配信) 日整会単位申請者のみ参加費 1,000円 第一三共
11月17日(木) カテーテル専門医の視点で考える糖尿病治療 中央病院 循環器内科 臨床研修センター センター長 加治屋 崇 先生 76 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

11月17日(木) 女性尿失禁に対する治療について(仮) にいむら病院 理事長 新村 友季子 先生 65 1 鹿児島市泌尿器科医会 アステラス製薬

19：30～20：30 日常診療における過活動膀胱治療のポイント～ガイドライン改定を踏まえたミラべグロンの位置づけ～ 川原腎・泌尿器科クリニック 院長 川原 和也 先生 アステラス製薬 松尾
(Web配信) 080-1118-4546

11月17日(木) 脳卒中急性期や救急外来での抗てんかん薬の使い方 鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生 30 0.5 熊毛地区医師会 第一三共
19:00～20：10 新たな片頭痛治療の時代到来 新薬への期待 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生 35 0.5 第一三共、ユーシービージャパン 丸井

(Web配信) 090-6954-3633

11月18日(金) 炎症性肺疾患の病態解明に向けた基礎・臨床からのアプローチ 名古屋大学大学院 医学系研究科 総合医学専攻病態内科学講座 呼吸器内科 教授 石井 誠 先生 8 1 鹿児島呼吸器感染症カンファレンス 杏林製薬
19：00～20：10 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) 後援：鹿児島市医師会 099-222-3004

11月18日(金) 「若年発症の慢性腰痛に潜む”強直性脊椎炎”の診断と治療」～神経障害性疼痛の鑑別・管理を含めて～ 千代田病院 リウマチ科・整形外科 部長 首藤 敏秀 先生 63 1 姶良地区医師会 第一三共
19:00～20：00 第一三共 高見

(Web配信) 080-7225-8952

11月18日(金) 最新の大腸がん治療 化学療法～腹腔鏡手術 今村総合病院 外科・消化器外科 部長 馬場 研二 先生 50 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 大鵬薬品工業

19:00～20：15 大隅臨床外科医会 嶋田
(Web配信) 大鵬薬品工業 080-8163-5631

11月20日(日) 【専門医共通講習—感染対策：1単位】かかりつけ医の感染対策 沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 副部長 高山 義浩 先生 他 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

10：00～17：10 フレイル予防・対策 東京都健康長寿医療センター 理事長 鳥羽 研二 先生 他 8 1 宮下
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 地域リハビリテーション 小倉リハビリテーション病院 名誉院長 浜村 明徳 先生 10 1 099-254-8121

かかりつけ医と精神科専門医との連携 高月病院 院長 長瀬 幸弘 先生 他 12 1
オンライン診療のあり方 今村医院 理事長 院長 今村 聡 先生 13 1
新型コロナウイルス感染症とかかりつけ医～事例検討を通して～ 多摩ファミリークリニック 院長 大橋 博樹 先生 19 1

日医かかりつけ医機
能研修制度令和4年度
応用研修会第2回伝達
講習(DVD講習)

6

第5回鹿児島呼吸器感染
症カンファレンス(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

神経障害性疼痛Webカ
ンファランス(Web講習
会)

1

大隅臨床外科医会・特
別講演会(Web講習会)

1

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1

鹿児島市泌尿器科医
会学術講演会(Web講
習会)

1

熊毛地区脳疾患連携Web
セミナー(Web講習会)

1

令和4年度鹿児島市外
科医会秋季例会

1

消化器疾患連携WEB
セミナー(Web講習会)

1

大隅地区Web学術講
演会(Web講習会)

1

脳卒中トータルケア
WEBセミナー(Web講習
会)

1

第26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
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CC 単

位
主催・共催者

11月22日(火) 新型コロナウイルス関連テーマ(仮) 鹿児島大学 小児科学 教授 岡本 康裕 先生 8 1 伊佐市医師会 伊佐市医師会

18：50～20：20 杏林製薬 田代
(Web配信) 0995-22-0589

11月22日(火) 高齢者のうつと向き合う 宮崎大学医学部 臨床神経科学講座 精神医学分野 教授 石田 康 先生 70 1 ヴィアトリス製薬 ヴィアトリス製薬

19:00～20：10 住友ファーマ 田代
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-2002-0622

11月24日(木) 市立病院でのがんゲノム医療 鹿児島市立病院 腫瘍内科 科長 中澤 潤一 先生 9 1 鹿児島市内科医会
19：00～20：30 がん患者と家族に届けるがんゲノム医療 国際医療福祉大学大学院 教授 西垣 昌和 先生 10 0.5 中外製薬
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信)

11月24日(木) 令和4年度診療報酬改定のポイント～CKD関連を中心に～ バイエル薬品 地域渉外担当 船木 雅博 氏 9 0.5 鹿屋市医師会・曽於医師会・肝属郡医師会・肝属東部医師会 はるびゅうクリニック

19:00～20：30 糖尿病性腎臓病の課題と展望～フィネレノンへの期待～ 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学 教授 川浪 大治 先生 74 1 バイエル薬品 春別府
(Web配信) 099-478-2153

11月24日(木) 放っておいて大丈夫？その足の痛み 天陽会中央病院 循環器内科 竹井 達郎 先生 62 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：00 人口膝関節術後合併症～術後神経痛も含めて～ 天陽会中央病院 整形外科 部長/鹿児島大学大学院 客員研究員 今村 勝行 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

11月25日(金) 高齢者における慢性便秘症治療の実際(仮) 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 1.5 出水郡医師会 出水郡医師会

18：50～20：30 ヴィアトリス製薬 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

11月25日(金) 肝疾患における超音波検査の現状 鹿児島厚生連病院 医療技術部画像技術科 石山 重行 先生 73 1.5 アッヴィ アッヴィ
19:00～20：35 C型肝炎に対するDAA治療・治療後の課題 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 教授 井戸 章雄 先生 後援：鹿児島市医師会 角川
(Web講習会) 080-3690-7651

11月25日(金) 変わる、変える、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 1.5 出水郡医師会 出水郡医師会

18:50～20：30 ヴィアトリス製薬 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

11月25日(金) 糖尿病と高血圧～no more bad companion～(仮) 神戸大学大学院 医学研究科 地域社会医学健康科学講座 医学教育学部門 特命教授 内科学講座 総合内科学部門 診療科長 坂口 一彦 先生 76 1 大塚製薬 大塚製薬
19：00～20：00 ノバルティスファーマ 後藤

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 070-4538-7522

11月25日(金) 神経損傷とその修復 昭和大学藤が丘病院 形成外科 講師 髙木 信介 先生 62 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：10 慢性疼痛治療Up to Date 前原総合医療病院 ペインクリニック 内科 前原 光佑 先生 63 0.5 第一三共 和田
(Web配信) 0997-52-0598

11月26日(土) 病態別の栄養管理—腎障害を合併している場合— 福井県立病院 内科 医長 栗山 とよ子 先生 12 1 鹿屋市医師会、鹿児島県栄養士会、鹿屋市薬剤師会 ニプロ
14:00～17：30 鹿児島厚生連病院のNST・・・過去・現在・未来 鹿児島県栄養士会 会長/鹿児島厚生連病院 栄養管理科 指導主幹 油田 幸子 氏 18 1 そお薬剤師会、肝属薬剤師会、池田病院 寺床

池田病院(鹿屋市) Medical Nutritionistを目指して 大阪大学国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究部門 特任教授 井上 善文 先生 82 1 ニプロ 080-8543-9443

11月26日(土) 硝子体手術—難治症例をどう治療するか— 長崎大学大学院医歯学総合研究科(眼科)  教授 北岡 隆 先生 2 1 鹿児島県眼科医会 鹿児島県眼科医会

16：00～18：40 感染症と生体反応、そして雑談 京都府立医科大学 特任講座 感覚器未来医療学 教授 木下 茂 先生 7 1.5 千寿製薬 山下
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) ※参加費：1,000円 099-254-8124

11月28日(月) 循環器内科目線で考える慢性心不全治療とカリウム～治療目的を忘れない～ 国際医療福祉大学大学院 医学研究科循環器内科学 福岡薬学部 教授 岸 拓弥 先生 73 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 小山
(Web配信) 080-3815-1927

第275回鹿児島眼科集
談会

2.5

CHF&Hyperkalemia online
Symposium(Web講習会) 1

ARNI Web Symposium糖
尿病合併高血圧診療を考
える(Web講習会)

1

疼痛診療Webセミナー
in奄美(Web講習会)

1

第5回大隅地区臨床栄養
研究会～地域で栄養を考
えよう～

3

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1.5

肝疾患病診連携セミ
ナー(Web講習会)

1.5

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1.5

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)

1.5

大隅地区Web学術講
演会(Web講習会)

1.5

高齢者トータルケア
Webセミナー(Web講習
会)

1

伊佐市医師会学術講
演会(Web講習会)

1

鹿児島メンタルヘルス
セミナー(Web講習会)

1
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11月分
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CC 単

位
主催・共催者

11月28日(月) 高齢化社会における排便管理について～QOLとしての便秘症対策をどうするべきか～★緩和ケア医の立場から★ 鹿児島市医師会病院 緩和ケア科 部長 馬見塚 勝郎 先生 54 1 ヴィアトリス製薬 ヴィアトリス製薬

19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 當眞
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 080-5059-2576

11月28日(月) 医師の立場から 虹クリニック 院長 柳生 あけみ 先生 他 4 0.5 川内薬剤師会 川内市医師会

19：00～20：20 患者さんにとっての切れ目のないがん疼痛トータルケアの重要性～ACP連携を含めて～ 鹿児島大学病院 緩和ケアセンター 特例助教 前川 健一 先生 81 0.5 第一三共 奥
(Web配信) 後援：川内市医師会 0996-23-4612

11月28日(月) 化学物質管理が変わる 法令準拠型から自立管理型へ 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 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 労働衛生関係法令 鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生 9 1 姶良地区医師会・鹿児島産業保健総合支援センター 青木
姶良地区医師会館(霧島市) 099-254-8121

11月29日(火) 諦めない循環器診療—予防に勝る治療なし— 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 11 1 鹿屋地区内科医会 鹿屋地区内科医会

19：00～20：00 第一三共 福本
鹿屋市医師会館(鹿屋市)(Web配信) 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 0994-43-4757

11月29日(火) 一般社団法人日本災害リハビリテーション支援協会の概要～災害リハの今とこれから～これまでの活動と取り組むべき課題の整理 長崎リハビリテーション病院 理事長 栗原 正紀 先生 14 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

11月29日(火) 心筋保護を考えた心不全治療～メカニズムとエビデンスからARNIをとらえる～ 兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学講座 主任教授 石原 正治 先生 73 1 大塚製薬 大塚製薬
19：00～20：00 ノバルティスファーマ 後藤

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 070-4538-7522

11月30日(水) 今冬のCOVID-19・インフルエンザの外来診療と予防 鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生 11 1 鹿児島県内科医会 塩野義製薬

19：00～20：15 塩野義製薬 宮崎
(Web配信) 099-226-2442

11月30日(水) 脳血管障害の外科的治療と二次予防～新規適応薬への期待を含めて～ 鹿児島大学病院 脳神経外科 助教 田中 俊一 先生 32 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：20 カテーテル治療の新展開～経皮的卵円孔開存閉鎖術と抗血栓療法～ 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 73 0.5 後援：鹿児島市医師会、南薩医師会 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

11月30日(水) 人生100年時代の漢方薬の役割～認知症疾患を中心に～ 国際医療福祉大学 福岡薬学部[大川キャンパス] 講師/高木病院 脳神経内科 今村 友裕 先生 83 1 鹿大東洋医学セミナー ツムラ
19：00～20：10 ツムラ 長野

(Web配信) 後援：鹿児島大学病院漢方診療センター 099-227-3665

Brain Heart
Conference in鹿児島
(Web講習会)

1

鹿児島東洋医学セミ
ナー2022(Web講習会)

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2回研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

ARNI Web Symposium—こ
れからのNew　Normalとは
—(Web講習会)

1

鹿児島県内科医会学
術講演会(Web講演会)

1

ACPを考えるWebセミナー～患
者さんが希望したACPの実現
を目指して(Web講習会)

1

姶良地区日医認定産
業医研修会

2

鹿屋地区内科医会学術講演
会(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

便秘治療の1，2，3～次の一手
の最適化を求めて～(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1


