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2月1日(火) 心血管イベントにおける脂質の残余リスクについて 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 75 1 南薩医師会 興和：仲町
18：50～20：00 興和 099-256-6927

(Web配信)
2月1日(火) 新しい血栓スコアの開発―Kagoshima DVT score― 鹿児島大学大学院 医歯学教育開発センター 助教 德重 明央 先生 16 0.5 第一三共 第一三共：樽﨑

19：00～20：20 消化器癌治療中におけるBone Healthを考える 市立札幌病院 消化器内科 部長 中村 路夫 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
2月3日(木) COVID-19感染症下のアレルギー性鼻炎のマネジメント 東北医科薬科大学 耳鼻咽喉科学 教授 太田 伸男 先生 39 1 日本耳鼻咽喉科学会鹿児島県地方部会 田辺三菱製薬：黒木

18：50～20：20 鹿児島大学大学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室同門会 099-251-5151

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 田辺三菱製薬
後援：鹿児島市医師会

2月3日(木) 減塩指導のポイントと実際 鹿児島県栄養士会 理事/上ノ町・加治屋クリニック 管理栄養士 中尾 矢央子 氏 74 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：釆野

19：00～21：00 ちょっと進んだ高血圧治療 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 82 0.5 099-254-8121

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信)

2月4日(金) 大腸がんの支持療法を考える〜抗凝固療法を含めて〜 鹿児島大学病院 消化器内科 助教 有馬 志穂 先生 7 0.5 上原クリニック 第一三共：藤村

19：00～20：00 大腸がんの化学療法 災害医療センター 臨床研究部長 植竹 宏之 先生 19 0.5 第一三共 099-219-9171

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
2月7日(月) 冠動脈疾患患者の最適抗血栓療法(P2Y12阻害薬最新エビデンスから考える) 福岡山王病院 病院長・循環器センター センター長/国際医療福祉大学 教授 横井 宏佳 先生 42 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会：和田

19：00～20：00 73 0.5 第一三共 0997-52-0598

(Web配信)
2月8日(火) 認知症周辺症状およびCommon Diseaseに役立つ漢方薬〜漢方医学からみた処方選択方法〜 熊本赤十字病院 総合内科 部長 加島 雅之 先生 29 0.5 鹿児島県認知症疾患医療センター ウェルフェア九州病院

18：30～19：45 83 0.5 ツムラ
(Web配信) 後援：枕崎市医師会、南薩医師会、指宿医師会

2月8日(火) 非心原性脳梗塞の新たな治療選択肢 自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 主任教授 藤本 茂 先生 73 0.5 第一三共 第一三共：井上

19：00～20：00 78 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
2月9日(水) 熊本県のCKD対策〜病診連携における腎性貧血管理も含めて〜 熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学 准教授 桒原 孝成 先生 11 0.5 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 協和キリン：西田

19：00～20：15 12 0.5 協和キリン 080-1069-8782

(Web配信)
2月9日(水) 1型糖尿病2666症例の臨床像 〜糖尿病データマネージメント研究会(JDDM)横断研究〜 福元医院 院長 福元 良英 先生 73 0.5 小野薬品工業、アストラゼネカ 小野薬品工業：柳

19：00～20：30 1型糖尿病の病態と診断に関する最近の話題 新古賀病院 糖尿病・内分泌内科 副院長/糖尿病センター センター長 川﨑 英二 先生 76 1 後援：鹿児島市医師会、鹿児島糖尿病合併症研究会 080-2485-6605

(Web配信)
2月10日(木) HIF-PH阻害薬を投与すべき患者とは 東北医科薬科大学 若林病院 腎臓内科 科長・人工透析センター センター長 安藤 重輝 先生 73 1 鹿児島県透析医会 アステラス製薬：佐々木

19：00～20：15 アステラス製薬 099-812-7102

(Web配信)
2月10日(木) ARNIでアップデートされた治療体系自験例を踏まえて(仮) 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 特任助教 堀添 善尚 先生 24 1 大塚製薬、ノバルティスファーマ 大塚製薬：後藤

19：00～20：30 心エコーの観点からARNIの役割(仮) 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター 心不全科 科長 大西 俊成 先生 74 0.5 後援：鹿児島市医師会 070-4538-7522

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信)

2月10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 35 0.5 第一三共、ユーシービージャパン 第一三共：時任

19：00～20：00 多様化する脳卒中に対応する 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 36 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)

問合先
(敬称略)

Stroke Care Network
Meeting (Web講習会) 1

第9回鹿児島糖尿病合併
症研究会(Web講習会) 1.5

鹿児島県透析医会学術
講演会(Web講習会) 1

心エコーから診る心不全
治療を考える会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

認知症セミナーin南薩〜
Common Diseaseへの対応カ
フォローアップ〜(Web講習会)

1

脳血管疾患WEBセミナー
(Web講習会) 1

第484回始良地区内科医
会学術集会(Web講習会) 1

第121回鹿児島県耳鼻咽
喉科学術集会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

第3回谷山がんトータルセ
ミナー(Web講習会) 1

循環器疾患Webセミナー
in奄美(Web講習会) 1

第3回糖尿病重症化予防
推進研修会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

令和3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
2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

KOWA WEB Conference
in 南薩(Web講習会)　延
期

1

消化器がんと支持療法を
考える(Web講習会) 1

1
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2月分
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位
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2月10日(木) 眠らない認知症患者様をどう治療するか 伊敷病院 院長 植村 健吾 先生 20 0.5 薩摩郡医師会、薩摩郡認知症研究会、薩摩郡歯科医師会、薩摩郡薬剤師会 薩摩郡医師会：榎本

19：00～20：30 29 0.5 エーザイ 0996-53-0326

(Web配信) 後援：鹿児島県認知症疾患医療センター、鹿児島県介護支援専門員協議会川薩支部

川薩圏域地域リハビリテーション広域支援センター、宮之城地区栄養士会、鹿児島県看護協会川薩地区

2月14日(月) ママさん乳腺外科医が英文論文を書いてみた 藤田医科大学医学部 乳腺外科学講座 教授 喜島 祐子 先生 1 1 鹿児島県医師会、日本医師会 鹿児島県医師会：正野

19：00～20：30 10 0.5 鹿児島市医師会女性医師部会 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

2月14日(月) てんかん治療におけるNaチャネルブロッカーの役割 出水郡医師会広域医療センター 脳神経外科 科長 岡田 朋久 先生 29 0.5 出水郡医師会 出水郡医師会：新藏

19：00～20：00 脳卒中の地域連携ネットワーク〜熊本での取り組み〜 熊本市民病院 脳神経内科 部長 和田 邦泰 先生 35 0.5 第一三共、ユーシービージャパン 0996-63-0646

(Web配信)
2月15日(火) 医師の労務軽減を目的とした診療看護師の活用と育成：立場による違いを乗り越えて 長崎大学病院 心臓血管外科 教授 江石 清行 先生 他 10 1 トーアエイヨー トーアエイヨー：佐藤

18：50～20：30 後援：鹿児島市医師会 092-713-7013

(Web配信)
2月15日(火) 当院で脊椎外科を再開して1年半の経過～病診連携の重要性～ 鹿児島市立病院 整形外科 科長 嶋田 博文 先生 6 0.5 第一三共 第一三共：時任

19：00～20：00 院内で発生するトラブルと事前・事後の対応法～抗血栓領域での医療訴訟～ 北浜法律事務所・外国法共同事業 医師・弁護士 長谷部 圭司 先生 12 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
2月16日(水) 【専門医共通講習一③医療安全(必修)】 日本医師会 常任理事 城守 国斗 先生 7 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会：立和名

18：30～20：00 医事紛争の最近の傾向や日常生活で心掛ける医療安全への注意点(仮) 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

2月16日(水) 骨粗鬆症リエゾンサービスと当院での取り組み 聖隸佐倉市民病院 薬剤部 骨粗鬆症マネージャー 鈴木 諒 先生 10 0.5 姶良地区医師会 第一三共：小西

18：30～20：00 骨粗鬆症薬物治療up to date 信州大学医学部 運動機能学教室 准教授 中村 幸男 先生 60 0.5 第一三共 080-1315-8618

(Web配信) 77 0.5
2月16日(水) 人生100年時代の最新不整脈治療 米盛病院 循環器内科 不整脈センター センター長 田上 和幸 先生 74 0.5 第一三共 第一三共：佐々木

18：45～19：45 75 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
2月17日(木) 小児側弯症 ―診断と実際― 鹿児島大学病院 整形・運動機能センター 助教 河村 一郎 先生 57 0.5 鹿児島脊椎脊髄研究会 第一三共：安藤

18：30～20：00 脊椎外傷の治療とピットフォール〜疼痛の薬物療法を含めて〜 鳥取大学医学部 整形外科学 教授 永島 英樹 先生 60 0.5 第一三共 080-2154-3389

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 63 0.5 後援：鹿児島市医師会
2月17日(木) 抗血小板治療の進化と深化 自治医科大学 内科学講座 神経内科学部門 主任教授 藤本 茂 先生 34 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会 吉重クリニック：吉重

19：00～20：00 63 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会 0994-67-2266

(Web配信) 第一三共
2月18日(金) 治療可能な認知症について(せん妄を含む)(仮) 他 鹿児島大学病院 神経科・精神科 助教 石塚 貴周 先生 他 29 2 鹿児島県医師会、鹿児島県 鹿児島県医師会：立和名

18：30～20：30 099-254-8121

鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信)

2月18日(金) 『死にたい』という言葉にあなたは、どう答えますか？ 〜在宅と病院との関わりを通じて〜 きいれ浜田クリニック 院長 濵田 努 先生 4 0.5 北薩がん医療ネットワーク 川内市医師会：奥

19：00～20：00 81 0.5 協和キリン、久光製薬 0996-23-4612

(Web配信) 後援：川内市医師会、出水郡医師会

2月19日(土) 当院における輸血教育研修および輸血ラウンドへの取り組み 他 今村総合病院 血液内科看護師・輸血管理室 兼石 知香 氏 他 7 1.5 鹿児島県合同輸血療法委員会、鹿児島県くらし保健福祉部 鹿児島大学病院

13：30～17：00 COVID-19の現状と展望 鹿児島大学病院 感染防御学講座 教授 西 順一郎 先生 8 1 鹿児島大学病院 輸血・細胞治療部、日本輸血・細胞治療学会九州支部会 輸血・細胞治療部：古川

(Web配信) 奄美群島の輸血医療 他 鹿児島県立大島病院 麻酔科部長 大木 浩 先生 他 鹿児島県赤十字血液センター 099-283-9355

第31回薩摩郡認知症研
究会(Web講習会)

第11回令和3年度鹿児島
県合同輸血療法懇話会
(Web講習会)

第33回北薩がん医療ネッ
トワーク〜特別講演会〜
(Web講習会)

1

2.5

整形外科Total Care WEB
Seminar(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

令和3年度認知症サポート医
フォローアップ研修(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

2

令和3年度医療安全対策
研修会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

始良地区三師会学会〜
地域で診る骨粗鬆症WEB
セミナー〜(Web講習会)

1.5

高齢者の不整脈を考える
会Webセミナー (Web講習
会)

1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

第5回鹿児島ハートチー
ム研究会(Web講習会) 1

高齢者トータルケアWEB
セミナー(Web講習会) 1

1

医学生、研修医等をサポートするための
会〜医師のキャリア形成と働き方、ワー
クライフバランスについて考える〜(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

1.5
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問合先
(敬称略)

令和3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
2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

2月21日(月) 不整脈医が解決！どうする！？この心房細動 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 特任助教 二宮 雄一 先生 15 0.5 第一三共 第一三共：安藤

19：00～20：00 42 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 080-2154-3389

(Web配信) 　　　 肝属郡医師会、肝属東部医師会

2月22日(火) 働き方改革について 国立人事 国立産業カウンセラー事務所 代表 新屋 尋崇 氏 4 0.5 鹿児島県精神科病院協会 大塚製薬：藤田

17：00～20：05 自立支援の治療薬について 精神保健福祉センター 所長 竹之内 薫 先生 5 1 大塚製薬 099-811-7745

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 統合失調症治療における新たな展開 長谷川病院 院長 吉永 陽子 先生 7 0.5 後援：鹿児島市医師会
68 0.5

2月22日(火) 脳血管内治療の最近の話題 鹿児島医療センター 脳神経外科 医長 久保 文克 先生 32 0.5 第一三共 第一三共：樽﨑

18：30～20：10 非心原性脳梗塞の発症予防に抗血小板薬をどう使用するか？ 九州大学大学院医学研究院 病態機能内科学 准教授 吾郷 哲朗 先生 78 0.5 後援：鹿児島市医師会 070-1419-2029

(Web配信) 
2月22日(火) コロナ禍における認知症ケアの現状と課題 市比野記念病院 理事長 黒田 篤 先生 29 0.5 薩摩郡医師会 薩摩郡医師会：榎本

18：50～20：15 認知症診療における骨粗鬆症治療の重要性〜寝たきり認知症を防ぐために～ 大分大学医学部 看護学科 実践看護学講座 老年看護学領域 教授/総合診療・総合内科学講座 診療教授 吉岩 あおい 先生 77 0.5 第一三共、第一三共エスファ 0996-53-0326

(Web配信)
2月22日(火) MS/NMOSD診療の理論と実践 慶應義塾大学医学部 神経内科 教授 中原 仁 先生 1 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬：古藤

18：50～20：00 後援：鹿児島市医師会 099-251-5151

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

2月22日(火) 併存症を考えた高齢者糖尿病治療 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 主任教授 鈴木 亮 先生 76 1 糖尿病と血管障害研究会 アステラス製薬：羽生

19：00～20：20 アステラス製薬 099-812-7102

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

2月22日(火) 膠原病に伴う間質性肺疾患の実際〜専門医への紹介症例〜(仮) 吉玉リウマチ内科クリニック 院長 吉玉 珠美 先生 12 0.5 姶良地区医師会 日本ベーリンガーインゲルハイム：渡邊

19：00～20：15 呼吸器内科医が診る間質性肺疾患(仮) 大分県立病院 呼吸器内科 部長 安東 優 先生 45 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム 099-256-6608

(Web配信)
2月24日(木) 日常診療の領域へと進化する鼓膜再生療法 北野病院 耳鼻咽喉科 頭頸部外科 難聴・鼓膜再生センター センター長/金井病院 耳鼻咽喉科 金丸 眞一 先生 38 1 日本耳鼻咽喉科学会鹿児島地方部会 ノーベルファーマ：山田

18：50～20：00 鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教室同門会 080-6842-3199

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) ノーベルファーマ
参加費1000円 後援：鹿児島市医師会

2月24日(木) 当院における腫瘍循環器外来の役割 鹿児島大学大学院 心血管病予防分析学講座 特任助教 柴田 啓佑 先生 11 0.5 第一三共 第一三共：佐々木

18：45～20：05 高血圧治療におけるMRBの活かし方〜治療抵抗性高血圧からの変遷〜 南風病院 循環器内科 部長 今村 正和 先生 74 0.5 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

(Web配信)
2月25日(金) コロナ禍におけるアレルギー性鼻炎の診断と治療～その鼻症状はアレルギー？COVID-19？～ 鹿児島厚生連病院 耳鼻いんこう科 牧瀬 高穂 先生 10 1 熊毛地区医師会 大鵬薬品工業：髙橋

19：00～20：00 大鵬薬品工業 090-5430-4160

(Web配信)
2月25日(金) 撓骨遠位端骨折の手術的治療 恒心会おぐら病院 整形外科 部長 有島 善也 先生 10 0.5 大隅臨床整形外科医会

19：00～20：00 61 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

(Web配信) 日整会単位申請者のみ参加費 1000円 　　　 肝属郡医師会、肝属東部医師会

2月25日(金) クローン病の治療戦略 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 准教授 上村 修司 先生 4 0.5 鹿児島大腸肛門病懇話会 田辺三菱製薬：森崎

19：00～20：20 これからの医療を考える〜EDMからSDMへ〜 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学 教授 中山 健夫 先生 53 0.5 田辺三菱製薬 099-251-5151

(Web配信)
2月26日(土) 予期せぬ死亡事故への対処法 〜病理解剖,Ai及び医療事故調査制度の利用など 福元法律事務所 代表弁護士・鹿児島県医療法人協会 顧問 福元 紳一 氏 6 2 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県医療法人協会：堀

14：05～16：10 歴史からひも解く医療事故調査制度と医師法21条 日本医療法人協会 常任理事・医療安全部会長 鹿児島県医療法人協会 会長 小田原 良治 先生 099-268-4896

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

トータルケアWebセミナー
(Web講習会) 1

鹿精協後期院長等研修
会並びに精神保健指定医
研修会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

第122回鹿児島県耳鼻咽
喉科学術集会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

2.5

第10回糖尿病と血管障害
研究会(Web講習会)(ハイ
ブリッド形式)

1

薩摩郡医師会学術講演
会(Web講習会) 1

鹿児島MS/NMOSD医療
セミナー(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

心疾患医療連携WEBセミ
ナーin大隅(Web講習会) 1

熊毛地区医師会学術講
演会(Web講習会) 1

始良地区医師会学術講演会
第2回始良地区呼吸器連携
フォーラ厶(Web講習会)

1

脳卒中連携Webセミナー
(Web講習会) 1

大隅臨床整形外科医会
学術講演会(Web講習会) 1

第33回鹿児島大腸肛門
病懇話会(Web講習会) 1

鹿児島県医療法人協会令和3
年度後期研修会医療事故調
査制度の理解と運用　中止

2



ｺｰﾄﾞ 単位

問合先
(敬称略)

令和3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
2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

2月26日(土) 高齢社会におけるPDパンデミックへの対応：PD/PDD/DLBスペクトラ厶を考慮した治療戦略 北野病院 神経センター脳神経内科 主任部長 髙橋 牧郎 先生 29 1 大日本住友製薬 大日本住友製薬：原

18：30～20：00 後援：鹿児島市医師会 099-239-3171

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

DLBセミナー in 鹿児島
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1


