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8月4日(水) 当院の発熱外来およびCOVID-19専用病棟への取り組み 鹿児島市医師会病院 脳神経内科 部長待遇 能勢 裕久先生 8 0.5 鹿児島市内科医会
19：00～20：20 味覚障害の診断と治療 兵庫医科大学 耳鼻咽喉科 頭頸部外科学 講師 任 智美 先生 21 0.5 アトル、ノーベルファーマ

鹿児島市医師会館(鹿児島市)（Web配信） 後援：鹿児島県医師会
8月4日(水) 不整脈屋さんのおしごと 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 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：00～20：10 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)（Web配信）

8月4日(水) 高齢者心不全に漢方の出番はあるのか？〜覚えておきたい7症候11処方〜 土倉内科循環器クリニック 院長 土倉 潤一郎 先生 44 0.5 出水郡医師会
19：00～20：00 83 0.5 ツムラ

（Web配信）
8月16日(月) 心不全診療における電解質管理の見極め〜高カリウ厶血症にどう対峙するか〜 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 循環器内科学 主任教授 猪又 孝元 先生 24 0.5 アストラゼネカ

19：00～20：00 73 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）
8月17日(火) 腎性貧血治療の進歩と調和 兵庫医科大学 循環器・腎透析内科学 教授 倉賀野 隆裕 先生 73 1 鹿児島県透析医会

19：00～20：10 田辺三菱製薬、扶桑薬品工業
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

8月19日(木) 次世代の2型糖尿病の治療戦略 三浦中央医院 院長 瀧端 正博 先生 76 1 川内市医師会
19：00～20：00 田辺三菱製薬

ホテルオートリ(薩摩川内市)（Web配信）

8月19日(木) 新型コロナと気管支喘息・COPDの管理について〜病診連携を踏まえて～ 南九州病院 呼吸器科 統括診療部長 東元 一晃 先生 8 0.5 姶良地区医師会、姶良地区内科医会

19：00～20：10 45 0.5 アストラゼネカ
（Web配信）
8月20日(金) 心不全パンデミック克服に向けた対策と新規心不全治療 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 43 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会

19：00～20：20 45 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

（Web配信） 小野薬品工業、アストラゼネカ
8月21日(土) NST ；“医療安全推進者”としての管理栄養士 鹿児島厚生連病院 栄養管理科 指導主幹 油田 幸子 氏 7 0.5 青仁会　池田病院

14：00～17：00 経腸ラインの安全管理 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 10 0.5 鹿屋市医師会、鹿児島県栄養士会

池田病院(鹿屋市) 参加費：500円 47 0.5 大隅地域給食施設連絡協議会
82 0.5 ニプロ、クリニコ

8月21日(土) 骨粗しょう症治療の現状と骨粗しょう症リエゾンサービスの実際 日髙整形外科病院 院長 日髙 滋紀 先生 10 1 鹿児島県整形外科医会
16：00～19：40 費用対効果を考慮したリウマチ治療の最適化 松原リウマチ科整形外科 院長 松原 三郎 先生 19 1 中外製薬、メジカルビュー社

（Web配信） 整形外科医が知っておきたい運動器疾患を取り巻く状況 -ロコモ・サルコペニア・フレイル- 宮崎大学医学部 整形外科 教授 帖佐 悦男 先生 61 1
※日本リウマチ学会専門医教育研修会1単位1,000円
　 日本リウマチ財団登録委教育研修講演1単位1,000円

8月21日(土) 乾癬は外用療法も進化している 埼玉医科大学 皮膚科 教授 常深 祐一郎 先生 26 0.5 鹿児島県皮膚科医部会
18：50～20：00 73 0.5 協和キリン、レオファーマ

東急REIホテル(鹿児島市)（Web配信）

8月23日(月) 心不全チーム医療の新たな展望 北里大学看護学部 看護システム学 教授 眞茅 みゆき 先生 10 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム

18：30～19：45 13 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）

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
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心房細動治療Up to Date
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1

CHF&Hyperkalemia
online Symposium
(Web講習会)

1

鹿児島県透析医会学術講
演会(Weｂ講習会)(ハイブ
リッド形式)

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

始良地区医師会学術講演
会 第481回始良地区内科
医会(Web講習会)

1

大隅地区心不全エキ
スパートセミナー(Web
講習会)

1

第3回大隅地区臨床栄養
研究会 〜地域で栄養を
考えよう〜

2

運動器疾患/骨・関節
フォーラム(Web講習
会)

3

鹿児島県皮膚科医部
会学術集会(Web講習
会)

1

これからの循環器治療に
おけるチーム医療を考え
る会(Web講習会)

1
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8月24日(火) 当院でのレンボレキサントの使用経験 宮之城病院 院長 新門 弘人 先生 20 1 エーザイ
18：30～20：00 新しい睡眠薬の使い方(レンボレキサントの紹介) 久留米大学医学部 神経精神医学講座 主任教授 小曽根 基裕 先生 29 0.5 後援：川内市医師会

（Web配信）
8月24日(火) 神経障害性疼痛治療の実践〜ガバペンチノイドの適正使用〜 獨協医科大学 麻酔科学講座 准教授 木村 嘉之 先生 60 0.5 第一三共

19：00～20：20 大規模地域住民コホート・The Wakayama Spine Studyから学ぶ脊椎診療のエビデンス 和歌山県立医科大学 整形外科学講座 教授 山田 宏 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信）
8月25日(水) 当院での急性期脳梗塞治療2021～tPAから血栓回収療法、CAS/CEAそしてバイパスまで～ 米盛病院 脳神経外科 脳血管内治療センター センター長 井上 泰豪 先生 11 0.5 第一三共

18：45～20：15 脳卒中の二次予防としての心房細動アブレーション治療 米盛病院 循環器内科 不整脈治療センター センター長 田上 和幸 先生 74 0.5 後援：鹿児島市医師会
（Web配信） 76 0.5
8月26日(木) 私の在宅医療〜半生を振り返って〜 鹿児島市在宅医会 会長/医療法人天翔会 理事長 五反田 満幸 先生 80 1 鹿児島市在宅医会

19：15～20：30
（Web配信）
8月26日(木) 心房細動の診断と抗凝固療法〜経皮的左心耳閉鎖術の話題を添えて〜 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 市來 仁志 先生 43 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム

18：50～20：00 73 0.5 後援：枕崎市医師会、南薩医師会
枕崎市医師会館(枕崎市)（Web配信）

8月26日(木) 脂質異常強化療法時代の残余リスク評価・管理 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 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会
18：50～20：15 75 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会

（Web配信） 興和
8月26日(木) 地域に根付かせる腹膜透析 川原 腎・泌尿器科クリニック 腎不全外科 看護師 益満 美香 氏 12 0.5 出水郡医師会、出水郡薬剤師会

19：00～20：30 CAPD Up to Date 川原 腎・泌尿器科クリニック 腎不全外科 松本 秀一朗 先生 24 0.5 協和キリン
ホテル泉國邸(出水市) 80 0.5

8月27日(金) 当院における循環器診療 ―最新のトピックスをまじえて― 藤元総合病院 循環器内科 診療科部長 野元 裕太朗 先生 9 0.5 曽於医師会
19：00～20：00 42 0.5 バイエル薬品

（Web配信）
8月27日(金) 子宮筋腫に対する術前投与～GnRHアンタゴニスト・クエン酸第二鉄水和物の有効性～ 鹿児島市医師会病院 山﨑 英樹 先生 6 1 鹿児島産科婦人科学会

18：00～19：45 月経困難症診療のポイント～「婦人科特定疾患治療管理料」の収載を受けて～ 市立大津市民病院 理事長 北脇 城 先生 73 0.5 あすか製薬
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)（Web配信） 後援：鹿児島市医師会
8月27日(金) 当院におけるサフィナミドの使用経験 大山病院 院長 大山 徹也 先生 19 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会

19：00～20：00 鹿屋地域でのパーキンソン病治療 恒心会おぐら病院 脳神経内科 部長 田代 雄一 先生 62 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)(Web配信) エーザイ

8月29日(日) わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度確立 名古屋大学医学部附属病院 救急・内科系集中治療部 講師 沼口 敦 先生 6 1 鹿児島県小児保健協会
13：00～16：40 ワクチンでこどもを守る 鹿児島大学医学部 保健学科 教授 根路路 安仁 9 0.5

(Web配信)
8月30日(月) 新時代を迎えた慢性便秘診療 川崎医科大学 検査診断学(内視鏡•超音波) 教授 眞部 紀明 先生 54 1 持田製薬

19：00～20：00 後援：川内市医師会
(Web配信)

8月31日(火) 全集中で挑む心房細動の治療戦略 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 43 1 バイエル薬品
19：00～20：00 後援：川内市医師会

（Web配信）

川内地区不眠症Web
Seminar (Web講習会)

1.5

Pain Total Care WEB
Seminar(Web講習会)

1

脳卒中トータルケア
Webセミナー(Web講習
会)

1.5

鹿児島市在宅医会総
会・講演会(Web講習
会)

1

曽於医師会学術講演
会(Web講習会)

1

第3回鹿児島県「生殖と女
性医学」講演会(Web講演
会)(ハイブリッド形式)

1.5

病診連携Webカンファレン
ス(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

出水郡医師会学術講
演会

1.5

川薩医療圏連携講演
会(Web講習会)

1

大隅地区パーキンソン病
治療Webセミナー(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1

第34回鹿児島県小児
保健学会(Web講習会)

1.5

慢性便秘症Webセミ
ナーin川薩(Web講習
会)

1
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8月31日(火) パーキンソン病の病態と治療の新展開 藤元総合病院 神経内科 部長 大窪 隆一 先生 62 0.5 鹿児島県内科医会
19：00～20：00 73 0.5 小野薬品工業

(Web配信)

鹿児島県内科医会学
術講演会(Web講習会)

1


