
ｺｰﾄﾞ 単位

9月1日(木) 重症骨粗鬆症治療における低頻度テリパラチドの位置付け 高円寺整形外科 院長 大村 文敏 先生 77 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

18：50～20：00 大隅臨床整形外科医会
（Web配信） 日整会単位申請者のみ：1,000円 旭化成ファーマ
9月2日(金) COVID-19パンデミックで考えるべき静脈血栓塞栓症 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 16 0.5 第一三共 第一三共

18：45～20：15 実地医家のためのコロナ後遺症の診療の実際～現在できる治療の可能性を最大限に探求する～ 田附興風会医学研究所 北野病院 呼吸器内科 部長 丸毛 聡 先生 18 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任
（Web配信） 099-219-9171

9月5日(月) 脳卒中後神経障害性疼痛の話題 鹿児島医療センター 脳・血管内科 髙口 剛 先生 19 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：10 パーキンソン病治療と神経障害性疼痛について 九州大学大学院医学研究院 神経内科学 診療講師 松瀬 大 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

（Web配信） 070-1419-2029

9月5日(月) えっ？もうASOって言わないの？下肢閉塞性動脈疾患(LEAD)について 天陽会中央病院 循環器内科 竹井 達郎 先生 62 0.5 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：15 心不全ステージ分類と人生の時間軸で考える心不全標準治療の心構え～Hope for the BEST,Prepare for the WORST～ 国際医療福祉大学大学院 医学研究科 循環器内科学 教授 岸 拓弥 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 尾上
（Web配信） 080-2401-8203

9月6日(火) 神経障害性疼痛の診断・治療のコツ～患者さんの安心・安全のための至適用量とは？～ 京都大学医学部附属病院 医療安全管理部 麻酔科 助教 加藤 果林 先生 78 1 姶良地区医師会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 小西

（Web配信） 080-1315-8618

9月6日(火) 片頭痛治療の更なる進化を目指して 富永病院 頭痛センター 副センター長 團野 大介 先生 30 1 第一三共 第一三共
19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

9月6日(火) 「慢性腎臓病を腎血流から考える」～腎血流評価を用いたオーダーメイド診療の試み～ 八木クリニック 院長 八木 静男 先生 12 0.5 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：10 「慢性腎臓病(CKD)への取り組みを南区のみなさまとともに」～利用していただきやすい地域連携作りをめざして～ 総合病院 鹿児島生協病院 腎臓内科 佐伯 英二 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 阿南
(Web配信) 099-251-5151

9月7日(水) 糖尿病外来ワンポイント・レッスン⑧ ①糖尿病でよく遭遇する消化管運動不全症 ②すい臓癌 いづろ今村病院 名誉院長兼 慈愛会糖尿病センター センター長 鎌田 哲郎 先生 12 1 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：00～20：00 治療連携における消化器内科の役割 いづろ今村病院 消化器内科 部長 大井 秀久 先生 後援：鹿児島市医師会 長谷川
かごしま国際交流センター(鹿児島市)(Web配信) 080-8026-4674

9月8日(木) 糖尿病医が考える腎症対策・透析予防 済生会川内病院 内科(糖尿病) 部長 宇都 正 先生 76 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：00 協和キリン 奥
(Web配信) 0996-23-4612

9月9日(金) 災害医療について 鹿児島大学大学院 救急・集中治療医学分野 救命救急センター 副センター長 准教授 新山 修平 先生 14 1 いちき串木野市医師会
18：30～19：30

ホテルアクシアくしきの(いちき串木野市)

9月9日(金) 難治性脊椎脊髄疾患の治療と疼痛の疫学研究～神経障害性疼痛を中心に～ 名古屋大学大学院医学研究科 整形外科学 リウマチ学 教授 今釜 史郎 先生 63 1 姶良地区医師会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 小迫

(Web配信) 090-8025-9096

9月9日(金) unsuspected killer in ER見逃すと怖い救急疾患 福井大学医学部附属病院 総合診療部 教授 林 寛之 先生 1 1.5 大島郡医師会 大島郡医師会

19：00～20：30 鹿児島県立大島病院臨床研修センター 和田
鹿児島県立大島病院(奄美市) 0997-52-0598

9月10日(土) 地域医療実習・研究報告会～実習先で体験したこと・感じたことを報告し、情報を交換する会～ 島根大学医学部 地域医療支援学講座 教授 佐野 千晶 先生 10 3 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

9：00～12：00 鹿児島大学医学部 内村
鹿児島大学医学部鶴陵会館(鹿児島市)(Web配信) 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

大隅臨床整形外科医会
学術講演会(Web講習会) 1

COVID-19を考えるin鹿児
島(Web講習会) 1

脳神経内科疾患治療Web
セミナー(Web講習会) 1

川内市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

いちき串木野市医師会救
急医療週間「研修会」 1

姶良地区神経障害性疼
痛治療セミナー(Web講習
会)

1

研修医のための救急医療
セミナーin奄美大島 1.5

第62回鹿児島地域医療
教育報告会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

3

心不全診療カンファレンス
(Web講習会) 1

脳疾患連携WEBセミナー
in姶良(Web講習会) 1

Neurology Joint Web
Conference(Web講習会) 1

CKD重症化予防医療連携
セミナーin谷山(Web講習
会)

1

糖尿病地域連携セミナー
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1
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9月11日(日) 人工妊娠中絶、Up to date—母体の安全・安心を改めて考える 鹿児島県医師会 母体保護法指定医師審査委員会 委員 有馬 直美 先生 他 1 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

14：00～16：30 傍頸管/頸管内ブロックを用いた手動真空吸引法(MVA)の実際と有用性 鹿児島県医師会 母体保護法指定医師審査委員会 委員 上塘 正人 先生 3 1.5 鹿児島県産婦人科医会 関
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 母体保護法指定医師研修期間の登録について 鹿児島県医師会 母体保護法指定医師審査委員会 委員 有馬 直美 先生 7 0.5 099-254-8121

9月12日(月) 脳心腎血管保護を見据えた最新の高血圧治療～夜間から早朝を含めて～ 自治医科大学附属病院 循環器内科学 教授 苅尾 七臣 先生 74 1 鹿児島県内科医会 ノバルティスファーマ

19：00～20：20 ノバルティスファーマ、大塚製薬 青柳
(Web配信) 080-5940-3001

9月13日(火) 超高齢化社会におけるTotal Stroke Care 鹿児島医療センター 脳・血管内科 濵田 祐樹先生 19 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：15 生活期・維持期治療(神経障害性疼痛を踏まえて) 濁協医科大学病院 脳卒中センター センター長 教授 竹川 英宏 先生 32 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

9月13日(火) 前立腺疾患について 指宿医療センター 泌尿器科 黒島 和樹 先生 51 1 指宿内科医会 指宿医師会

18：30～20：00 鹿児島市立病院における最近の内視鏡診療と逆流性食道炎診療のトピックス 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 那須 雄一郎 先生 65 0.5 指宿医師会・指宿市薬剤師会 山野
指宿医療センター(指宿市)(Web配信) 武田薬品工業・大塚製薬 0993-34-2820

9月14日(水) 心房細動患者に対する経皮的左耳閉鎖術～抗凝固薬に関する話題を添えて～ 鹿児島大学病院 心臓血管内科 助教 市來 仁志 先生 73 1 鹿児島県内科医会 ファイザー
19：00～20：00 ファイザー、ブリストル・マイヤーズ スクイブ 乙吉

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-5001-3387

9月14日(水) 大動脈弁狭窄症の早期発見の重要性について 鹿児島県立大島病院 循環器内科 部長 今村 春一 先生 43 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：10 心不全診療における心房細動管理の意義 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 73 0.5 第一三共 和田
(Web配信) 0997-52-0598

9月14日(水) 2型糖尿病の治療戦略—新たな治療選択肢への期待— 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 73 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 住友ファーマ

19：00～20：00 住友ファーマ 田中
(Web配信) 080-6104-9132

9月15日(木) —便秘症の診断と治療—慢性便秘症診療ガイドライン2017を念頭に置きつつ、治療につながる簡単な診断の考え方 天陽会中央病院 消化器内科 主任部長 谷口 鎌一郎 先生 54 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 三宅
(Web配信) 080-5059-2628

9月15日(木) 糖尿病疾患の幸福を願うコーチング 京町病院 松本 一成 先生 4 1 いちき串木野市医師会、いちき串木野市内科医会 いちき串木野市医師会

19：00～20：00 住友ファーマ、日本イーライリリー 久保
(Web配信) 0996-32-7955

9月15日(木) 医療連携を重視した腎臓病治療 埼玉医科大学 総合診療内科 教授 中元 秀友 先生 10 1 鹿児島県透析医会 田辺三菱製薬

18：50～20：00 田辺三菱製薬、扶桑薬品工業 緒方
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 099-251-5151

9月15日(木) 脳神経外科センターにおける最近の救急患者の動向と治療経験について～抗血栓療法の話題も含めて～ いちき串木野市医師会立脳神経外科センター 院長 石丸 浩一 先生 30 0.5 第一三共 川内市医師会

19：00～20：20 新時代の片頭痛治療～ガルカネズマブ・ラスミジタンの役割～ さくら通りクリニック 院長 山本 正昭 先生 78 0.5 後援：川内市医師会、いちき串木野市医師会 奥
(Web配信) 　　　薩摩郡医師会、出水郡医師会 0996-23-4612

9月15日(木) 鹿児島Style after ACS～ALL鹿児島で取り組む脂質連携パス～ 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 12 0.5 鹿屋市医師会、曽於医師会 はるびゅうクリニック

19：00～20：15 循環器内科医が鹿児島ですべきこととは？ 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 42 0.5 肝属郡医師会、肝属東部医師会 春別府
ホテルさつき苑(鹿屋市)(Web配信) 第一三共 099-478-2153

9月16日(金) 見逃さない！見過ごさない！糖尿病性神経障害 鹿児島大学病院 総合臨床研修センター 特例准教授 出口 尚寿 先生 63 1 鹿児島県内科医会、鹿児島県地域糖尿病療養指導士認定機構 住友ファーマ

19：00～20：00 住友ファーマ 成田
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 092-432-5623

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

脳関連疾患について考え
るWEB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

DUAL Seminar in大隅
(Web講習会) 1

鹿児島県慢性便秘症セミ
ナー(Web講習会)

1

いちき串木野市医師会学
術講演会(Web講習会) 1

令和4年度鹿児島県医師会母
体保護法指定医師研修会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

2.5

ARNI発売2周年記念Web
講演会(Web講習会) 1

脳卒中トータルケアWebセ
ミナー(Web講習会) 1

大隅地区Web学術講演会
(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

DiaMond Seminar in九州
(Web講習会) 1

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

鹿児島県内科医会学術
講演会(Web講習会) 1
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9月17日(土) レーザー虹彩切開術直後に硝子体黄斑牽引を生じた一例 他 鹿児島大学 宇都 勇紀 先生 他 3 1 鹿児島県眼科医会 鹿児島県眼科医会

16：00～19：00 放射線状角膜切開後の白内障手術を行った一例 他 こがひさお眼科クリニック 古賀 久大 先生 他 8 1 山下
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 網膜のイメージング 藤田医科大学 眼科 教授 伊藤 逸毅 先生 36 1 099-254-8124

参加費：1,000円
9月20日(火) 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022を踏まえた脂質管理 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 75 1 枕崎市医師会 興和

18：50～20：00 興和 仲町
(Web配信) 099-206-3220

9月20日(火) 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 34 1 姶良地区医師会 第一三共
19：00～20：05 第一三共 高見

(Web配信) 080-7225-8952

9月20日(火) マルチモーダルな痛み治療 鹿児島大学病院 麻酔科 助教 榎畑 京 先生 60 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：20 脊髄損傷の実践的管理と問題点～痛みを含めて～ 総合脊損センター 院長 前田 健 先生 63 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤

(Web配信) 080-2154-3389

9月21日(水) 心血管イベント抑制に向けた総合的脂質管理の重要性～動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022改訂のポイント～ 熊本大学大学院 生命科学研究部 循環器内科学 教授 辻田 賢一 先生 75 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20：00 興和 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

9月21日(水) 認知症疾患の理解と初期対応 鹿児島大学病院 神経科精神科 講師 福原 竜治 先生 20 1 MSD MSD
19：00～20：00 令和時代の不眠症治療を考える～非薬物療法と薬物療法～ 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 教授 中村 雅之 先生 後援：鹿児島市医師会 近藤

(Web配信) 099-227-4601

9月22日(木) 不眠症に対する漢方治療 埼玉医科大学 脳神経内科 助教 光藤 尚 先生 83 1 鹿児島県内科医会 ツムラ
19：30～20：30 ツムラ 神谷

（Web配信） 099-227-3665

9月22日(木) 慢性腎臓病の保存的治療について 大塚クリニック 院長 大塚 彰行 先生 18 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：30 線維芽細胞の振る舞いからみた腎性貧血とHIF-PH阻害薬への期待 京都大学大学院医学研究科 腎臓内科学 教授 柳田 素子 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 上野
(Web配信) 080-2473-6622

9月22日(木) 肺高血圧症における右心機能評価 鹿児島大学病院 検査部 主任 湯之上 真吾 先生 24 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 鹿屋ハートセンター

19：00～20：10 肺高血圧症の早期診断・早期治療を目指すために 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 窪田 佳代子 先生 45 0.5 ヤンセンファーマ・日本新薬 新井
(Web配信) 0994-41-8100

9月26日(月) 間質性肺疾患の診断と最近のトピックス 東京慈恵医科大学 内科学講座 呼吸器内科 主任教授 桑野 和善 先生 73 1 日本ベーリンガーインゲルハイム 日本ベーリンガーインゲルハイム

18：55～20：10 鹿児島市内科医会 吉原
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) アステム 092-273-2797

9月26日(月) 令和4年度診療報酬改定からみえる2年後の診療・介護同時改定への展望～リハビリテーションを中心に～ 池端病院 理事長・院長 池端 幸彦 先生 6 1 鹿児島県リハビリテーション施設協議会 鹿児島県リハビリテーション施設協議会

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

9月27日(火) 高齢者腎不全とどう向き合うか1(仮) 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 64 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：30 高齢者腎不全とどう向き合うか2(仮) 川原 腎・泌尿器科クリニック 腎不全外科 科長・腹膜透析センター センター長 松本 秀一朗 先生 67 0.5 出水郡薬剤師会 新藏
ホテル泉國邸(出水市) 協和キリン 0996-63-0646

9月27日(火) 脂肪性肝疾患診療Q&A～明日からの臨床にいかせる診療のコツ～(仮) 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学分野 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 75 1 姶良地区愛胃会 興和
18：50～20：00 興和 冨田

(Web配信) 099-256-6927

Stroke seamless
seminar(Web講習会) 1

枕崎市学術講演会(Web
講習会) 1

第274回鹿児島眼科集談
会 3

Insomnia Kampo Web
Seminar(Web講習会) 1

腎とミネラル代謝研究会
(Web講習会) 1.5

大隅地区学術講演会～
肺高血圧症について～
(Web講習会)

1

Pain Total Care WEB
Seminar(Web講習会) 1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

Mental Health Symposium
in Kagoshima(Web講習会) 1

第557回姶良地区愛胃会
Kowa webカンファレンス
(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4年度鹿児島県リハビリ
テーション施設協議会第1回研
修会(Web講習会)(ハイブリッド
形式)

1

出水郡医師会学術講演
会 1.5
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9月28日(水) 全ての人がよりよい腎疾患医療を遍く享受できる体制の構築を目指す～早期介入の重要性について～ 千葉東病院 統括診療部長 /腎センター センター長 今澤 俊之 先生 73 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：30 CKD/DKD重症化予防のための新たな治療アプローチ 和歌山県立医科大学 腎臓内科学講座 教授 荒木 信一 先生 後援：鹿児島市医師会 佐々木
（Web配信） 080-3100-5713

9月28日(水) 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022を踏まえた脂質管理 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 75 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 興和
18：50～20：00 興和 川嶌

(Web配信) 080-1388-8914

9月28日(水) 抗精神病薬の気を付けるべき副作用 杏林大学 精神神経科教室 教授 渡邊 衡一郎 先生 68 2 鹿児島県精神科病院協会 吉富薬品
18：00～20：10 吉富薬品 行友

(Web配信) 080-5776-7117

9月28日(水) 腎性貧血治療の変遷と老人性貧血 滋慶医療科学大学 客員教授 椿原 美治 先生 82 1 鹿児島県内科医会 協和キリン
19：00～20：30 協和キリン 坂本

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-223-2700

9月28日(水) 超高齢社会におけるこれからの心房細動診療 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 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

9月28日(水) 診療科連携で取り組む膠原病性肺高血圧症～鹿児島県の現状～ 鹿児島大学病院 心臓血管内科 講師 窪田 佳代子 先生 12 0.5 ヤンセンファーマ ヤンセンファーマ

19：00～20：10 全身性強皮症の血管病変診療 金沢大学医薬保健研究域医学系 皮膚分子病態学 教授 松下 貴史 先生 43 0.5 後援：鹿児島市医師会 久富
(Web配信) 080-2170-7264

9月30日(金) ACPに関する住民啓発について 肝属郡医師会立病院 地域医療室長 坂上 陽一 氏 13 0.5 第一三共 第一三共
18：30～19：50 がん性疼痛トータルケア～地域連携も含めて～ いまきいれ総合病院 緩和医療科 原口 哲子 先生 81 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 福井

(Web配信) 　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会 080-1033-4435

9月30日(金) 閉塞性動脈硬化症について 44 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：00 周術期のDVT・PE管理と治療～高齢者の大腿骨近位部骨折を中心に～ 米盛病院 整形外科 骨粗鬆症センター センター長 長谷 亨 先生 62 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

高齢者トータルケアWEB
セミナー(Web講習会)

1

Scientific Exchange Meeting in
Kagoshima～Accelerate
Change Together on Chronic
Kidney Disease～(Web講習会)

1

KOWA Web Conference in
KANOYA～「動脈硬化性疾患
予防ガイドライン2022年版」で
診療はどう変わる？～

1

強皮症に伴う血管病変を
考える会in鹿児島(Web講
習会)

1

緩和ケアWebセミナー～
がん性疼痛地域連携～
(Web講習会)

1

令和4年度鹿精協前期院
長等研修会(Web講習会) 2

鹿児島県内科医会学術
講演会(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


