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5月7日(金) リファキシミンの臨床的有用性と血清アルブミン値の意義 鹿児島厚生連病院　副院長兼内科統括部長　平峯　靖也　先生 73 1.5 あすか製薬
19：00～21：00 肝性脳症とアンモニア制御 岩手医科大学医学部　内科学講座　消化器内科肝臓分野　教授　滝川　康裕　先生 後援：鹿児島市医師会

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信)

5月11日(火) 地域を目指す学生をどう育てるか？-岩手医大が考える包括的地域医療の姿- 岩手医科大学医学部　医学教育学講座　地域医療学分野　教授　伊藤　智範　先生 1 0.5 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野/離島へき地医療人育成センター

18：00～19：30 12 0.5 鹿児島大学医学部、鹿児島県くらし保健福祉部　医師・看護人材課

(Web配信) 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11日(火) 超高齢化社会における心不全合併心房細動の治療戦略 大分大学医学部 循環器内科•臨床検査診断学講座 助教 篠原 徹二 先生 43 0.5 指宿内科医会

19：00～20：00 73 0.5 指宿医師会、指宿市薬剤師会
(Web配信) バイエル薬品

5月12日(水) 片頭痛治療のアンメットニーズとガルカネズマブ登場によるこれからの展望 富士通クリニック　五十嵐 久佳 先生 30 1 第一三共
19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
5月13日(木) 抗血栓療法の新展開 鹿児島大学大学院 心臓血管内科 診療講師 神田 大輔 先生 73 1 第一三共

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会
(Web配信)

5月14日(金) 急性・慢性心不全診療ガイドライン―かかりつけ医向け診療ガイダンスのエッセンス―（仮） 大西内科ハートクリニック　院長　大西勝也　先生 24 1 1 大塚製薬
19：20～20：30 鹿児島市内科医会

鹿児島市医師会館(鹿児島市)(web配信)

5月15日(土) 眼腫瘍診療のピットフォール 北海道大学 眼科学講座 講師 加瀬 諭 先生 1 0.5 鹿児島県眼科医会
16：00～19：00 網膜色素変性、諦めない！ 千葉大学 眼科学講座 教授 山本 修一 先生 2 1 参天製薬

城山ホテル鹿児島(鹿児島市) ※参加費：3,000円 15 1
5月18日(火) 頭痛知識のクリーンアップ～新しい発症抑制薬をどう片頭痛治療に組み入れるか～ 医療法人社団綾和会　間中病院　名誉院長　間中　信也　先生 30 1 川内市医師会、日本イーライリリー

19：00～20：00 第一三共
(Web配信)

5月19日(水) 「心筋梗塞の発症•再発ゼロを目指して」〜ガイドラインを踏まえた脂質管理の重要性〜 鹿児島県立大島病院 循環器内科 医長 宮内 栄治 先生 42 0.5 大島郡医師会
19：00～20：15 75 0.5 奄美薬剤師会

奄美サンプラザホテル(奄美市)(Web配信) アムジェン、アステラス製薬
5月20日(木) 血栓回収療法の重要性〜抗凝固療法含めて〜 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 12 0.5 姶良地区医師会

18：30～19：30 78 0.5 第一三共
(Web配信)

5月20日(木) 気管支喘息の最新の治療と治療強化すべき患者像 池田病院 統括診療部長 寒川 卓哉 先生 12 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
19：00～20：10 大隅地区における気管支喘息の病診連携の在り方について 前田内科 院長　前田 稔廣 先生他 79 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会
ホテルさつき苑(鹿屋市) アストラゼネカ

5月24日(月) 高齢者の抗凝固を考える～J-ELD AF Registryを踏まえて～ 今村総合病院　副院長兼神経内科　主任部長　神田　直昭　先生 12 1 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ
19:00～20：00 ファイザー

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会

1.5
第４回鹿児島県リファキシ
ミン講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

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
5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

川内市医師会学術講
演会(Web講習会)

1

第５２回鹿児島地域医
療教育講習会(Web講
習会)

1

指宿内科医会学術講
演会(Web講習会)

1

Neurology Joint Web
Conference（Web講習
会）

1

PCI連携Webセミナー
（Web講習会）

1

鹿児島市内科医会
HYBRID学術講演会

第269回鹿児島眼科集
談会

2.5

大島郡医師会循環器
セミナー（Web講習会）
(ハィブリッド形式)

1

始良脳疾患医療連携
セミナー(Web講習会)

1

大隅地区学術講演会
〜喘息疾患パートナリ
ングの会〜

1

脳卒中病診連携セミナー
in鹿児島(Web講習会) 1
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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
5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

5月24日(月) 間質性肺疾患の診断と治療について 川内市医師会立市民病院　呼吸器内科　部長　隈元　朋洋　先生 45 0.5 川内薬剤師会、鹿児島県病院薬剤師会、第一三共

19：00～20.30 胃がんの話題と副作用対策-特に化学療法誘発神経障害性疼痛管理- 鹿児島大学大学院　がん病態外科学　特任准教授　有上　貴明　先生 50 1
(Web配信) 後援：川内市医師会

5月26日(水) 片頭痛の診療update 荏原製作所 産業医 清水 利彦 先生 30 0.5 日本イーライリリー、第一三共
19：00～20：00 51 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

(Web配信) 　　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会

5月26日(水) Onco-caridology〜がん治療における心血管有害事象について〜 東北大学加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野 准教授 髙橋 雅信 先生 11 0.5 第一三共
18：45～19：45 73 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
5月27日(木) 症例を通して見るLewy小体型認知症 桜ヶ丘病院 病院長 楯林 義寛 先生 15 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会

19：00～20：20 Lewy小体型認知症の分子病態と臨床 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 教授 中村 雅之 先生 29 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

(Web配信) 大日本住友製薬
5月27日(木) 最新知見に基づいた転移性前立腺癌治療戦略　他 宮崎大学医学部 発達泌尿生殖医学講座 泌尿器科学分野 講師 寺田 直樹 先生他 65 0.5 鹿児島県泌尿器科医会

18：20～20：00 66 0.5 ヤンセンファーマ、日本新薬
(Web配信)

5月28日(金) Helicobacter pylori未感染時代の胃疾患と制酸剤の役割 国立病院機構 九州医療センター 消化器内科 医長 吉村 大輔 先生 52 0.5 第一三共、アストラゼネカ
18：50～20：20 膵癌早期診断ストラテジー〜ガイドラインを踏まえて〜 和歌山県立医科大学 内科学第二講座 教授 北野 雅之 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)
5月28日(金) 大隅半島におけるパーキンソン病連携 大山病院 院長 大山 徹也 先生 20 0.5 武田薬品工業

19：00～20：00 パーキンソン病の早期治療介入の重要性とラサギリンメシル酸塩錠の有用性 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生 69 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会

(Web配信) 　　　  肝属郡医師会、肝属東部医師会

5月28日(金)
ＧＬＰ-1 Ｆｏｒｕｍ in
Kagoshima(Web講習

糖尿病合併症予防を目指した、新たなＧＬＰ-1　Oral　Ｔｈｅｒａｐｙへの期待 鹿児島大学大学院　糖尿病・内分泌内科学　教授　西尾　善彦　先生 76 1 ＭＳＤ
18：45～20：00 (ハイブリッド形式) ノボノルディスクファーマ

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
5月28日(金) 心不全診療　この10年 鹿児島大学大学院　心臓血管・高血圧内科学　講師　窪薗　琢郎　先生 24 1 大塚製薬

19：00～20：00
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会

5月28日(金)
第552回姶良地区愛胃
会(Web講習会)

コロナ禍における内視鏡診療と酸逆流症疾患の最新の話題 鹿児島市立病院　消化器内科　科長　那須　雄一郎 先生 8 0.5 姶良地区愛胃会
19：00～20：00 (ハイブリッド形式) 52 0.5 武田薬品工業、大塚製薬

かごしま空港ホテル(霧島市)(Web配信)

5月28日(金) 働き盛りのがん対策 鹿児島県民総合保健センター　所長・鹿児島県医師会常任理事　桶谷　薫　先生 10 1 鹿児島県医師会
19：00～21：00 11 1 日置市医師会
日置市医師会館(日置市)

5月29日(土) 医療安全のための制度は運用が肝心！ 弁護士法人福元法律事務所 代表弁護士 福元 紳一 氏 6 1.5 鹿児島県医療法人協会
15:30～17：00 刑事事件にならないために ながさと総合法律事務所 所長 永里 桂太郎 氏

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)

5月31日(月) 脳卒中とてんかん 奈良県立医科大学 脳神経外科 講師 田村 健太郎 先生 51 0.5 第一三共
19：00～20：00 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法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 0.5 後援：鹿児島市医師会

(Web配信)

がんトータルケアセミナー
～多職種でケアする副作
用対策～(Web講習会)

1.5

頭痛治療WEB講演会
(Web講習会)

1

がんトータルケアWeb
セミナー(Web講習会)

1

大隅地区学術講演会
DLBセミナーi n鹿屋
(Web講習会)

1

鹿児島県前立腺癌
WEB講演会(Web講習
会)

1

脳卒中とてんかん(We
ｂ講習会)

1

鹿児島消化器Webセミ
ナー(Web講習会)

1

大隅半島パーキンソン病地域
連携講演会〜かかりつけ医と
専門医の地域連携〜(Web講
習会)

1

1

トルバプタン錠発売10周
年記念講演会in
Kagoshima(Web講習会)

1

1

日置地区日医認定産
業医研修会

2

医療安全と紛争の予防～
鹿児島県医療法人協会特
別講演会～

1.5


