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4月1日(土) 糖尿病療養指導のマインド 奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 特任教授 臨床心理士 皆藤 章 先生 4 1 鹿児島県糖尿病医療学研究会 住友ファーマ

14:30～17：30 「インスリンの負のイメージ」にとらわれた2型糖尿病患者とのかかわり 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 堀切 陽祐 先生 5 1 鹿児島県糖尿病協会、鹿児島糖尿病療養指導士会、鹿児島県栄養士会 村井
かごしま県民交流センター(鹿児島市)(Web配信) 高血糖への不安が強い高齢2型糖尿病患者とのかかわり 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 久保 徹 先生 住友ファーマ 080-5319-9320

糖尿病医療学におけるゆるやかな法則inかごしま 奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 教授 石井 均 先生 後援：鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構

参加費　500円
4月4日(火) 急性期血行再建術 厚地脳神経外科 脳神経外科 町田 明理 先生 32 0.5 姶良地区医師会 第一三共

19：00～20：30 心臓弁膜症の最新治療～抗凝固療法も含めて～ 鹿児島医療センター 循環器内科 医長 平峯 聖久 先生 74 0.5 第一三共 小西
(Web配信) 080-1315-8618

4月6日(木) 透析患者のリンと便通のマネジメント～これからの治療を考える～ 原三信病院 腎臓内科 部長 満生 浩司 先生 54 1 鹿児島県透析医会 キッセイ薬品工業

19:00～20：10 キッセイ薬品工業 長野
(Web配信) 099-259-4903

4月6日(木) 当院の急性期脳梗塞治療の現状と再発予防について 鹿児島市立病院 脳神経内科 科長 宮下 史生 先生 78 1 日置市医師会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 竹田

(Web配信) 080-2135-8782

4月6日(木) インクレチン製剤を用いた新しい２型糖尿病治療戦略 やすだクリニック院長 安田 浩一朗 先生 15 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 田辺三菱製薬

19：00～20：00 チルゼパチドへの期待と懸念 天保山内科 院長 橋口 恭博 先生 他 76 0.5 田辺三菱製薬、日本イーライリリー 椙元
(Web配信) 080-5775-9834

4月7日(金) 小児科の水・電解質管理と経口補水療法の有効性 久留米大学医学部 外科学講座 小児外科部門 主任教授 加治 建 先生 0 1 大隅小児科医会 大塚製薬工場

19:00～20：45 大塚製薬工場 永瀬
ホテルさつき苑(鹿屋市) 080-8478-7701

4月8日(土) PEGのいろいろ～今さら聞けないPEGの基本～ 宮崎県済生会日向病院 内科 前田 啓一 先生 49 1 南薩PEGと経腸栄養を学ぶ会 指宿医師会

13:30～17：30 指宿市薬剤師会 山野
ふれあいプラザなのはな館(指宿市) 後援：指宿医師会 0993-34-2820

4月10日(月) 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～奇異性脳塞栓症に対する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 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

4月12日(水) 心不全治療薬をどのような患者にどのような順序でどのような量を投与していますか？～SGLT2阻害薬のポジショニング～(仮) 大西内科ハートクリニック 院長 大西 勝也 先生 73 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19:00～20：20 リスクファクターに応じた慢性心不全治療について(仮) 小野薬品工業 小山
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-3815-1927

4月13日(木) 不眠症治療薬とポリファーマシー～当院での取り組みを踏まえて～ 卓翔会記念病院 薬剤部 柳本 龍耶 先生 20 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：10 がんと不眠 卓翔会記念病院 副理事長 鉾之原 健太郎 先生 エーザイ 奥
ホテルオートリ(薩摩川内市)(Web配信) 0996-23-4612

4月14日(金) 脳卒中診療における超音波検査活用術 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院 脳神経内科 部長 萩原 悠太 先生 11 1 第一三共 第一三共
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

4月14日(金) 意識改革を！カリウム管理を再考する あけぼのクリニック 副院長 田中 元子 先生 24 1 姶良地区医師会 アストラゼネカ

19:00～20：00 姶良地区内科医会 寺尾
(Web配信) アストラゼネカ 0120-255-0210

4月18日(火) 最近の消化器疾患に対する内視鏡診療の現状について 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 那須 雄一郎 先生 52 0.5 アッヴィ アッヴィ
19：00～20：30 胆膵疾患に対する内視鏡診療 今村総合病院 消化器内科 主任部長 田口 宏樹 先生 53 0.5 後援：鹿児島市医師会 角川

鹿児島市立病院(鹿児島市)(Web配信) 当院におけるC型肝炎とNAFLDにおける肝疾患診療の現状 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 玉井 努 先生 73 0.5 080-3690-7651
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セミナー(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

鹿児島Next
Generation Web
Seminar(Web講習会）

1
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日置市医師会学術講
演会(Web講習会)

1

Online Insight Meeting
in Osumi(Web講習会）

1

大隅小児科医会 1
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内市・薩摩郡(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1
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1
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1
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ネジメントセミナー(Web
講習会)

1
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4月19日(水) 循環器疾患に対する取り組みの今とこれから～心不全療養指導士の立場から～ 川内市医師会立市民病院 薬剤部 主任 中村 るみ 先生 10 1.5 川内薬剤師会 川内市医師会

18：50～20：30 心不全パンデミック時代の慢性心不全診療～医薬連携に向けた知識のup date～ 大海クリニック 院長 海江田 寛 先生 第一三共 奥
(Web配信) 後援：川内市医師会 0996-23-4612

4月19日(水) 成長曲線と肥満曲線 鹿児島県医師会 成長曲線小委員会 委員/いまきいれ総合病院 小児科 柿本 令奈 先生 72 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～20：00 姶良地区医師会 新海
姶良地区医師会館(霧島市) 099-254-8121

4月19日(水) 心不全患者の予後改善を目指す 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 45 1 鹿児島県内科医会 日本ベーリンガーインゲルハイム

19:00～20：00 日本ベーリンガーインゲルハイム 野村
(Web配信) 日本イーライリリー 080-2183-9248

4月20日(木) 持続血糖モニタリングから見えてきた２型糖尿病に対するSGLT２阻害薬の効果的な使い方 南大阪病院内科 副部長 川口 祐司 先生 22 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 鹿屋ハートセンター

18：50～20：00 興和 新井
(Web配信) 0994-41-8100

4月20日(木) 高齢者における電解質管理 鹿児島医療センター 腎臓内科  医長 古庄 正英 先生 7 1 アストラゼネカ 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

4月20日(木) 肩関節変性疾患の病態と最近の治療動向 鹿児島大学大学院 運動機能修復学講座 整形外科学 教授 谷口 昇 先生 61 1 指宿医師会 指宿医師会

19:00～20：00 大正製薬 山野
ふれあいプラザ なのはな館(指宿市)(Web配信) 0993-34-2820

4月21日(金) 運動異常症に対する機能神経外科治療 熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 教授 山田 和慶 先生 0 1 鹿児島高次脳機能研究会 鹿児島大学脳神経外科

18：40～20：20 後援：鹿児島県理学療法協会、鹿児島県作業療法協会 花田
鶴稜会館(鹿児島市) ※参加費 1,000円 鹿児島県言語聴覚士会、鹿児島県医療ソーシャルワーカー協会 099-275-5375

4月21日(金) どうする脳梗塞治療～今昔エビデンス～ 鹿児島医療センター 脳・血管内科 濵田 祐樹 先生 78 1 第一三共 第一三共
19：00～20：10 抗血栓療法と出血性脳卒中を考える 鹿児島医療センター 脳神経外科 医長 久保 文克 先生 後援：鹿児島市医師会 青木

(Web配信) 090-7392-7216

4月21日(金) 腎性貧血と鉄に関して(仮) 訪問診療 メディカルハートクリニック 院長 志賀 悠平 先生 73 1 姶良地区医師会 協和キリン
19:00～20：20 姶良地区内科医会 築地

京セラホテル(霧島市)(Web配信) 協和キリン 090-4860-4481

4月25日(火) 新しい心不全の標準治療薬としてのSGLT2阻害剤 桜橋渡辺病院 副院長 岩倉 克臣 先生 76 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20:00 出水郡薬剤師会 新藏
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) アストラゼネカ、小野薬品工業 0996-63-0646

4月28日(金) 循環器医が診る心腎貧血症候群～HIF-PH阻害薬への期待を含めて～ 信州大学医学部 循環器内科学教室 教授 桑原 宏一郎 先生 73 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：20 後援：鹿児島市医師会 古藤
(Web配信) 099-227-2811

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

心腎貧血症候群を考
える会in鹿児島(Web講
習会)

1

第38回鹿児島高次脳
機能研究会

1

脳卒中トータルケア
Webセミナー(Web講習
会)

1

第495回姶良地区内科医会学
術集会(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

高カリウム血症治療
update Seminar in薩摩
川内(Web講習会)

1

指宿医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

第３回川薩地区医-薬連
携Webセミナー(Web講習
会)

1.5

成長曲線の普及と活用を目的
としたパイロット事業の実施に
向けた学校医向け勉強会

1

心不全治療Up to Date
Seminar(Web講習会)

1


