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5月9日(火) 消化器癌に対する免疫チェックポイント阻害薬について 指宿医療センター 外科 大迫 祐作 先生 53 0.5 指宿医師会・指宿内科医会・指宿市薬剤師会 指宿医師会

18：45～20：15 新たなエビデンスを踏まえた心不全の治療戦略～心腎連関を見据えて～ 愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 教授 山口 修 先生 73 1 アストラゼネカ、小野薬品工業 山野
指宿医療センター(指宿市)(Web配信) 0993-34-2820

5月12日(金) 循環器内科の立場からのファブリー病診療(仮)他 東京大学大学院 医学系研究科 重症心不全開発講座 特任講師 今村総合病院 循環器内科 樋口 公嗣 先生 9 1 武田薬品工業 武田薬品工業

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 宮坂
(Web配信) 080-4324-3557

5月12日(金) 咳嗽治療の新たな選択肢(仮) 福島県立医科大学医学部 呼吸器内科学講座 講師 斎藤 純平 先生 46 1 杏林製薬 杏林製薬
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 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

5月13日(土) 開業医における乾癬治療～バイオ治療も含めて～ 橋口皮膚科 院長 橋口 貴樹 先生 26 1.5 鹿児島県皮膚科医部会 大鵬薬品工業

18：30～20：00 乾癬の早期治療の重要性とタイミング～いつやるの？今でしょ！～ 伊藤皮膚科 副院長/福岡大学 皮膚科 臨床准教授 伊藤 宏太郎 先生 大鵬薬品工業、ヤンセンファーマ 曽我部
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-222-4527

5月13日(土) 舌下免疫療法の実際 いまきいれ総合病院 小児科 科長 今給黎 亮 先生 11 1 鹿児島県小児科医会 鹿児島県小児科医会

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

5月15日(月) 慢性心不全治療をシンプルに考える 天陽会中央病院 循環器内科臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生 12 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：20 慢性心不全薬物治療について 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 他 小野薬品工業 佐々木
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-3100-5713

5月16日(火) アドヒアランス向上を目指した高齢者糖尿病治療 ほたるのセントラル内科 院長 内田 大学 先生 19 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：10 糖尿病性神経障害性疼痛のトータルケアについて 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 助教 有村 愛子 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

5月17日(水) 月経困難症に対するLEP連続投与の有用性 総合母子保健センター 愛育病院 病院長 百枝 幹雄 先生 73 1 鹿児島産科産婦人科学会 ノーベルファーマ

19：00～20：00 ノーベルファーマ、あすか製薬 山田
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-6842-3199

5月20日(土) ゲノム医療の光と影～ゲノムは眼科診療を変えるか～ 九州大学大学院 医学研究院眼病態イメージング講座 講師 秋山 雅人 先生 3 1.5 鹿児島県眼科医会 鹿児島県眼科医会

16：00～19：00 小児眼科診療～最近の話題～ 国立成育医療研究センター 眼科診療部長 仁科 幸子 先生 9 1 参天製薬 山下
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 参加費 1,000円 099-254-8124

5月20日(土) 地域医療に必要な誤嚥性肺炎予防とケアの新常識 国立長寿医療研究センター 老年内科 医長/愛知医科大学大学院 緩和・支持医療学 客員教授 前田 圭介 先生 47 1 鹿児島大学大学院地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

17：30～18：30 鹿児島大学医学部 内村
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 鹿児島県くらし保健福祉部 医師・看護人材課 099-275-6898

日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会

後援：鹿児島県医師会
5月20日(土) 誤嚥性肺炎におけるサルコペニア・嚥下障害・栄養の問題と対応 国立長寿医療研究センター 老年内科 医長/愛知医科大学大学院 緩和・支持医療学 客員教授 前田 圭介 先生 47 1.5 日本プライマリ・ケア連合学会鹿児島支部会 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

19：00～20：30 後援：鹿児島県医師会 新窪
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 099-275-6898

5月22日(月) 最新の脳卒中診療とてんかん 鹿児島医療センター 脳・血管内科 濵田 祐樹 先生 19 1 第一三共 川内市医師会

18：50～20：20 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 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

5月23日(火) 子宮頸がん患者の悲劇を繰り返さないために～積極的勧奨再開後に我々が取り組むべきこと～ 鹿児島大学大学院 産科婦人科学教室 教授 小林 裕明 先生 11 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：00 MSD 奥
SSプラザせんだい(薩摩川内市)(Web配信) 0996-23-4612

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

月経困難症Forum in
鹿児島(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

第277回鹿児島眼科集
談会

2.5
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ファブリー病Webセミ
ナー(Web講習会)

1

鹿児島県咳嗽セミナー
(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

第197回鹿児島県皮膚科医部
会例会(第32回日臨皮鹿児島
県支部会)(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1.5

第96回鹿児島県小児科
医会学術講演会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1

循環器オンラインセミ
ナー(Web講習会)

1

高齢者治療WEBセミ
ナーin鹿児島(Web講
習会)

1

第64回鹿児島地域医
療教育講演会

1

日本プライマリ・ケア連
合学会鹿児島支部会
第12回講演会

1.5

脳関連疾患を考える
会(Web講習会)

1

川内市医師会学術講
演会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1
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5月23日(火) 医療連携による地域完結型の頭痛診療―抗CGRP受容体抗体の登場を踏まえて― 済生会熊本病院 脳卒中センター 特別顧問 橋本 洋一郎 先生 10 0.5 日本頭痛学会 アムジェン
19：00～20：10 頭痛の医療連携による大学病院の役割 鹿児島大学大学院 脳神経外科 准教授 山畑 仁志 先生 他 30 0.5 アムジェン 林

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 0120-602-0039

5月25日(木) 非専門医が診る骨粗鬆症の診断と治療 恒心会おぐら病院 整形外科 海江田 光祥 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 岩重医院
19：00～20：10 骨粗鬆症治療と顎骨壊死～新ポジションペーパーにしたがった対策は？ 山陰労災病院 副院長 萩野 浩 先生 77 0.5 第一三共 岩重

(Web配信) 0994-63-8514

5月25日(木) 超高齢社会における循環器疾患治療 天陽会中央病院 循環器内科 臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生 73 1 熊毛地区医師会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 丸井

(Web配信) 090-6954-3633

5月26日(金) うつ病の多様性⇔多様な抗うつ薬 最適解はあるのか！？ 関西医科大学医学部 精神神経科学講座 准教授 加藤 正樹 先生 70 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 新田
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 080-2029-9545

5月26日(金) 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 82 1 鹿児島県内科医会 持田製薬
19：00～20：00 持田製薬 平川

(Web配信) 099-807-0120

5月26日(金) 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― 東京女子医科大学附属足立医療センター 整形外科 教授 髙木 博 先生 62 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

5月26日(金) 心不全ステージ分類を人生とEFで考えたら見えてくるSGLT2阻害薬の使い方～まだできる・もっとできる～ 国際医療福祉大学 福岡薬学部 教授 岸 拓弥 先生 82 1 鹿児島市内科医会 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
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 日本イーライリリー 080-2183-9248

5月27日(土) 「院内感染、院内感染対策について」Ⅱ 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

16：00～17：00 新中須
肝属東部医師会館(肝属郡) 0994-65-0099

5月29日(月) 心血管病予防を目指した血圧管理―予防に勝る治療なし―(仮) 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 74 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：10 ノバルティスファーマ、大塚製薬 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

5月30日(火) 変わる、変える、便秘治療 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野 助教 前田 英仁 先生 54 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：10 ヴィアトリス製薬 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

5月30日(火) 基幹型認知症疾患センターに関する話題 鹿児島大学病院 神経科精神科 助教 石塚 貴周 先生 20 1 MSD MSD
19：00～20：00 認知症の行動心理症状のマネジメント～不眠も含めて～ 鹿児島大学病院 神経科精神科 講師 福原 竜治 先生 後援：鹿児島市医師会 池田

(Web配信) 080-6627-7919

5月30日(火) わかりやすい片頭痛の診断と治療 厚地脳神経外科病院 脳神経外科 診療情報部長 森山 一洋 先生 30 1 第一三共 第一三共
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 井上

(Web配信) 099-219-9171

5月30日(火) CKD治療におけるカリウム管理 福岡大学医学部 腎臓・膠原病内科学 主任教授 升谷 耕介 先生 82 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 佐々木
(Web配信) 080-3100-5713

Migraine Live
Symposium(Web講習
会)

1

Hyperkalemia
Manegementセミナー
(Web講習会)

1

大島郡医師会共催学
術講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

大島郡医師会学術講
演会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

Mental Health Symposium
in Kagoshima(Web講習
会）

1

knee joint WEB
seminar(Web講習会)

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

令和5年度第1回肝属
東部医師会感染対策
研修会

1

鹿児島県メンタルヘルス
セミナー2023(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

高尿酸血症Web
Forum in鹿児島(Web
講習会)

1

Migraine Free Seminar in
KAGOSHIMA～頭痛の医療連
携を考える～(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

大隅地区web学術講演会
骨粗鬆症地域連携セミ
ナー(Web講習会)

1

熊毛地区高齢者疾患
Webセミナー(Web講習
会)

1
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5月31日(水) 20年交換不要！？ペースメーカー大変革時代―DOAC併用で、切って治す時代が終わろうとしています― 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 43 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

5月31日(水) ナトリウム利尿ペプチドを意識した高血圧治療 平光ハートクリニック 院長 平光 伸也 先生 74 1 ノバルティスファーマ ノバルティスファーマ

19：00～20：00 大塚製薬 内田
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-5891-9828

新しい高血圧治療を考
える(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)

1


