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2月1日(水) 介護保険制度について 鹿児島県高齢者生き生き推進課 介護保険室 保険者指導係 係長 下ノ堀 純司郎 氏 12 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：00 主治医意見書の記入ポイント【事例】 鹿児島県医師会 理事 黒田 篤 先生 13 0.5 鹿児島県 寺原
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 専門医から学ぶ主治医意見書の書き方～認知症編～ 済生会鹿児島病院 内科部長 黒野 明日嗣 先生 099-254-8121

2月2日(木) 急性胆嚢炎に対する当院での治療戦略 天陽会中央病院 外科 部長 益滿 幸一郎 先生 51 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：00 最近癌性疼痛に思うことあれこれ～オピオイドと鎮痛補助薬～ 鹿児島大学病院 緩和ケアセンター 特例助教 前川 健一 先生 81 0.5 後援：鹿児島市医師会 逢坂

(Web配信) 090-7630-5990

2月2日(木) 花粉症診療アップデート 日本医科大学大学院 医学研究科 頭頚部感覚器科学分野 教授 大久保 公裕 先生 39 1 日本耳鼻咽喉科学会鹿児島地方部会 田辺三菱製薬

19:00～20：20 田辺三菱製薬 緒方
サンロイヤルホテル(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島大学大学院耳鼻咽喉科・頭頚部外科学教室同門会、鹿児島市医師会 099-251-5151

2月3日(金) ついに実現！大腿骨近位部骨折日本版Best PracticeTariff早期手術と二次性骨折予防の構築 北九州総合病院 副院長 福田 文雄 先生 9 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 恒心会おぐら病院

18:50～20：05 大隅臨床整形外科医会 小倉
ホテルさつき苑(鹿屋市)(Web配信) 旭化成ファーマ 0994-44-7171

2月3日(金) 造血器腫瘍治療の進歩とプライマリーケア2023 鹿児島大学大学院 血液・膠原病内科学分野 教授 石塚 賢治 先生 7 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19:00～20：00 中外製薬 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

2月6日(月) 幼稚園・保育園における発達障害児の気づきと支援 鹿児島県こども総合療育センター 所長 外岡 資朗 先生 72 1 鹿児島市医師会学校医会 鹿児島市医師会

19:10～20：20 中迫
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 099-226-3737

2月7日(火) 心血管病に対する低侵襲治療～ASにはTAVIで挑む～ 鹿児島大学病院 心臓血管内科 助教 神田 大輔 先生 42 0.5 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：20 心房細動患者に対する経皮的左心耳閉鎖術～抗凝固薬に関する話題を添えて～ 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 第一三共 和田
(Web配信) 0997-52-0598

2月7日(火) 脳卒中の急性期治療と抗凝固療法について 他 鹿児島大学病院 脳神経外科 助教 田中 俊一 先生 他 75 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20：00 第一三共 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

2月8日(水) 糖尿病重症化予防のために 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 76 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 川内市医師会、薩摩郡医師会、出水郡医師会 青木
SSプラザせんだい(薩摩川内市) 099-254-8121

2月8日(水) 過活動膀胱診療における留意すべき患者背景 旭川医科大学 腎泌尿器外科学講座 講師 和田 直樹 先生 65 1 鹿児島市泌尿器科医会、鹿児島県内科医会 アステラス製薬

19:00～20：10 高齢社会におけるOABの治療戦略～過活動膀胱診療ガイドライン【第3阪】改訂のポイント～ 中京病院 院長 後藤 百万 先生 アステラス製薬 松尾
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 080-1118-4546

2月9日(木) 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 30 0.5 ユーシービージャパン、第一三共 第一三共
19:00～20：20 シンプルな片頭痛治療とは？～新しい治療選択によるブレイクスルー～ 関西ろうさい病院 脳神経外科 脳神経血管内治療科 脳卒中センター 主任部長 センター長 豊田 真吾 先生 35 0.5 後援：鹿児島市医師会 樽﨑

(Web配信) 070-1419-2029

2月9日(木) SDM(共同意思決定)について(仮) 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 4 0.5 鹿児島県透析医会 協和キリン
19:00～20：30 保存的腎臓療法(CKM)について(仮) 日本赤十字社 福岡赤十字病院 腎臓内科 副部長 中井 健太郎 先生 10 0.5 協和キリン 藤木

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

2月10日(金) 高齢者診療での薬剤誘発性の睡眠・覚醒障がいや情動不安定にもっとセンシティブに！～脱ベンゾの取り組みも併せて～ せいざん病院 副院長 濱田 博文 先生 19 0.5 熊毛地区医師会、大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

18:30～20：00 エビデンスに基づいた不眠症治療薬の切り替え方法～レンボレキサントが果たす意義～ 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 20 1 エーザイ 和田
(Web配信) 0997-52-0598

奄美群島・熊毛不眠症
診療WEBセミナー(Web
講習会)

1.5

Urology Premium Conference
Miyazaki×Kagoshima(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1

Post Stroke Care Webセ
ミナー～てんかんと片頭
痛～(Web講習会)

1

鹿児島県透析医会学術講演会～
腎代替療法(RRT)のモダリティを
考える会Part1～(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

循環器疾患Webセミナー
in奄美(Web講習会) 1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

川薩地区糖尿病重症化
予防推進研修会 1

問合せ先

令和4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

令和4年度介護保険主治
医意見書研修会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1.5

消化器疾患WEBセミナー
(Web講習会) 1

第123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

大隅エリア二次骨折予防
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

鹿児島市医師会学校医
会幼稚園・保育園部会研
修会

1
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2月10日(金) 地域連携で取組む感染対策(仮) 鹿児島県立大島病院 感染管理認定看護師 豊 みのえ 氏 8 2 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：30 【専門医共通講習-感染対策：1単位】新型コロナウイルス感染症流行下で行う基本的な医療関連感染対策 聖路加国際病院QIセンター 感染管理室マネジャー 坂本 史衣 氏 関
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 感染対策Q&A(パネルディスカッション) 鹿児島県立大島病院 感染管理認定看護師 豊 みのえ 氏 099-254-8121

2月10日(金) アスピリン内服中止で解熱した川崎病の2例 他 鹿児島県立大島病院 小児科 田井村 依里 先生 他 28 1.5 鹿児島小児循環器研究会 日本血液製剤機構

18:30～20：00 川崎病の急性期治療を再考する 名古屋大学大学院医学系研究科 成長発達医学 准教授 加藤 太一 先生 日本血液製剤機構 高橋
鹿児島市立病院(鹿児島市) 参加費：500円 080-8923-5884

2月10日(金) 肝硬変の治療～ガイドライン2020以降の動向～ 埼玉医科大学病院 消化器内科・肝臓内科 教授 持田 智 先生 73 1.5 あすか製薬 あすか製薬
18:45～20：40 当院における肝性脳症の診断・治療～改定ガイドラインを踏まえた治療戦略～ 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 玉井 努 先生 他 後援：鹿児島市医師会 谷野

(Web配信) 080-6645-9409

2月10日(金) クローン病の外科手術 兵庫医科大学 炎症性腸疾患外科 臨床教授 内野 基 先生 53 1 鹿児島IBDフォーラム 田辺三菱製薬

19:00～20：20 鹿児島大腸肛門病懇話会 森崎
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 田辺三菱製薬 099-251-5151

後援：鹿児島市医師会
2月13日(月) どうする？！抗凝固療法中の微小出血～生涯にわたる心房細動治療、私はこう考える～ 関西労災病院心臓血管センター 循環器内科 副部長/不整脈科治療部門長 増田 正晴 先生 78 1 第一三共 第一三共

19:00～20：00 鹿児島県内科医会 青木
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

2月14日(火) 基礎から学ぶ漢方薬の処方選択～更年期障害、風邪、認知症周辺症状～ センプククリニック 院長 千福 貞博 先生 83 1 鹿児島県認知症疾患医療センター、ウエルフェア九州病院 ツムラ
19:00～20：30 ツムラ 神谷

(Web配信) 後援：枕崎市医師会、指宿医師会、南薩医師会 099-227-3665

2月15日(水) 骨粗鬆症の話題～ステロイド性骨粗鬆症治療の話題も含めて～ あいら中川整形外科 院長 中川 剛 先生 60 1 第一三共 川内市医師会

19:00～20：05 脊椎疾患の疼痛管理～痛みの地域連携？ミロガバリンの有用性も含めて～ 出水郡医師会広域医療センター 整形外科 部長 山下 芳隆 先生 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

2月15日(水) 肝疾患治療UP To Date～C型肝炎治療を含めて～ 前原総合医療病院 内科 橋口 正史 先生 73 1 日置市医師会 アッヴィ
19:00～20：00 アッヴィ 角川

(Web配信) 080-3690-7651

2月15日(水) QOL改善のために付属器摘出を行った転移性卵巣腫瘍の1例 鹿児島市立病院 産婦人科 中川 映理子 先生 8 1 三水会
19:00～20：30 周産期・新生児領域における呼吸器感染症～新型コロナウイルス感染症・RSウイルス感染症～ 鹿児島市立病院 新生児内科 部長 德久 琢也 先生 19 0.5 アストラゼネカ

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
2月15日(水) 脳神経内科専門医から見た痛み診療 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生 19 1 第一三共 第一三共

19:00～20：00 後援：鹿児島市医師会 竹田
(Web配信) 080-2135-8782

2月16日(木) 鹿児島市のCKD対策報告 鹿児島大学大学院 衛生学・健康増進医学分野 教授 堀内 正久 先生 10 1.5 鹿児島市CKD予防ネットワーク会議 協和キリン
19:00～20：30 保険薬局における健康診断を活用したCKD早期発見の取り組み もみじ薬局 陳尾 祐介 氏 協和キリン 坂本

(Web配信) 腎臓病の克服を目指して—防ぎ、守り、支える— 川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学 主任教授 柏原 直樹 先生 099-223-2700

2月16日(木) 過活動膀胱診療ガイドライン第3版改訂を踏まえた女性泌尿器疾患について にいむら病院 理事長 新村 友季子 先生 65 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 はるびゅうクリニック

19:00～20：10 杏林製薬、キッセイ薬品工業 春別府
(Web配信) 099-478-2153

2月17日(金) 超高齢化社会の緩和ケア(在宅―施設―緩和ケア病棟の連携) 鹿児島市医師会病院 緩和ケア科 部長 馬見塚 勝郎 先生 63 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：00 胃がん診療の最近の話題について～CIPN等の有害事象マネジメントも含めて～ 鹿児島大学病院 消化器センター 助教 松下 大輔 先生 81 0.5 後援：鹿児島市医師会 逢坂
(Web講習会) 090-7630-5990

鹿児島市CKD予防ネット
ワーク会議Web研修会
(Web講習会)

1.5

大隅地区学術講演会
(Web講習会) 1

がん疼痛トータルケアセミ
ナー(Web講習会) 1

第5回鹿児島県リファキシ
ミン講演会(Web講習会) 1.5

疼痛トータルケアWebセミ
ナー(Web講習会) 1

第34回鹿児島大腸肛
門病懇話会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

鹿児島県内科医会WEB
講演会(Web講習会) 1

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

1

北薩運動器疾患研究会
(Web講習会) 1

日置市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

第251回三水会(Web講習
会) 1.5

令和4年度鹿児島県医師会医
療関連感染対策研修会(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

2

第20回鹿児島小児循環
器研究会・川崎病懇話会 1.5
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2月18日(土) 中小施設での輸血管理体制の向上 東京医科大学八王子医療センター 臨床検査医学科 輸血部 診療科長 田中 朝志 先生 12 2.5 鹿児島県合同輸血療法委員会 鹿児島大学病院

13:30～17：00 鹿児島県における輸血管理体制の現状―アンケート調査結果より― 鹿児島大学病院 輸血・細胞治療部 部長 古川 良尚 先生 鹿児島県くらし保健福祉部、鹿児島大学病院輸血・細胞治療部 古川
(Web配信) 血液製剤使用適正化方策調査研究事業で鹿児島県合同輸血療法委員会が取り組んできた研究についての報告 日本輸血・細胞治療学会九州支部会 099-283-9355

鹿児島県赤十字血液センター
2月20日(月) 糖尿病重症化予防のために 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 12 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：30 糖尿病重症化予防に向けて 霧島市立医師会医療センター 理学療法士 糖尿病療養指導士 宇都 良大 先生 76 1 熊毛地区医師会 青木
ホテルニュー種子島(西之表市) 099-254-8121

2月20日(月) 熊本市の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 31 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19:00～20：00 田辺三菱製薬 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

2月21日(火) 入院患者に対する身体的拘束の違法性等が争われた事案について 鹿児島県弁護士会 きりしま法律事務所 弁護士 末吉 隆之 先生 6 0.5 鹿児島県精神科病院協会 大塚製薬
17:00～20：05 精神科病院における感染防止対策の課題と対応の留意点について 鹿児島大学病院 感染制御部 准教授 川村 英樹 先生 12 0.5 大塚製薬 伊藤

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 薬のさじ加減を行わず統合失調症患者をじっくりと診る 自治医科大学 精神医学講座 教授 須田 史朗 先生 68 1.5 080-9087-2325

2月21日(火) 糖尿病性腎症の現状と課題―SGLT2阻害薬による新たな光― 滋賀医科大学 内科学講座 糖尿病内分泌・腎臓内科 教授 久米 真司 先生 76 1 糖尿病と血管障害研究会 アステラス製薬

19:00～20：20 アステラス製薬 渡辺
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 080-1020-5953

2月21日(火) 当院における消化器疾患の診療について 鹿児島市立病院 消化器内科 科長 那須 雄一郎 先生 52 1 武田薬品工業 武田薬品工業

19:00～20：30 逆流性食道炎の治療～胃酸分泌抑制薬の有効性と安全性～ 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 院長 木下 芳一 先生 82 0.5 大塚製薬 久永
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-252-3770

2月21日(火) 脆弱性骨折の治療と二次骨折予防の重要性～骨粗鬆症性脊椎圧迫骨折に伴う神経障害性疼痛の治療も含めて～ 今林整形外科病院 名誉院長 大迫 浩文 先生 77 1 指宿医師会 指宿医師会

19:00～20：00 指宿市薬剤師会 山野
指宿市民会館(指宿市)(Web配信) 第一三共 0993-34-2820

2月21日(火) 糖尿病治療の最終目標を目指した新時代の糖尿病治療 自治医科大学附属さいたま医療センター 内分泌代謝科 教授 原 一雄 先生 76 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19:00～20：15 日本イーライリリー、日本ベーリンガーインゲルハイム 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

2月21日(火) 住民のパフォーマンスを引き出すための地域医療・介護連携 四国医療産業研究所 所長 櫃本 真聿 先生 80 1 姶良地区医師会 姶良地区医師会

19:00～20：30 姶良地区歯科医師会 堀之内
姶良地区医師会館(霧島市)(Web配信) 姶良地区薬剤師会 0995-42--1205

2月22日(水) 認知症初期支援チームの現状と課題～社会との共生を目指して～他 鹿児島県医師会 理事 黒田 篤 先生 他 10 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

18:30～20：15 基幹型認知症疾患医療センターの役割について 鹿児島大学病院 メンタルケアセンター 神経科・精神科 講師 福原 竜治 先生 12 1 鹿児島県 寺原
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

2月22日(水) 地域連携を目指したCKD診療を考える～腎性貧血治療を踏まえて～ 富山市民病院 腎臓内科 部長 大田 聡 先生 12 1 指宿医師会 指宿医師会

18：50～20：00 田辺三菱製薬 山野
(Web配信) 0993-34-2820

2月22日(水) 長寿社会における降圧療法の最適化―Journey from ARB to ARNI―(仮) 川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学講座 主任教授 柏原 直樹 先生 74 1 ノバルティスファーマ ノバルティスファーマ

19:00～20：10 大塚製薬 内田
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-5891-9828

2月22日(水) 慢性疼痛診療Up to Date～神経障害性疼痛を中心に～ 前原総合医療病院 整形外科 名誉院長 津守 伸浩 先生 63 1 いちき串木野市医師会 いちき串木野市医師会

19:00～20：00 いちき串木野市内科医会 久保
(Web配信) 第一三共 0996-32-7955

新しい高血圧治療を考え
るWeb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

在宅医療・介護・福祉
研修会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

令和4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)

1.5

指宿医師会学術講演会
(Web講習会) 1

消化器疾患Seminar in
Kagoshima(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

指宿医師会学術講演会(Web
講習会)(ハイブリッド形式) 1

大島郡医師会学術講演会～こ
れからの離島の糖尿病治療の
ために～(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

令和4年度鹿精協後期院長等
研修会並びに精神保健指定
医研修会プログラム(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

2.5

第11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

第12回令和4年度鹿児
島県合同輸血療法懇
話会(Web講習会)

2.5

熊毛地区糖尿病重症化
予防推進研修会 2

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1



ｺｰﾄﾞ 単位
問合せ先

令和4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24日(金) 発達障害を疑う子どもの、外来におけるアセスメントと支援(仮) 鹿児島県こども総合療育センター 所長 外岡 資朗 先生 72 1.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

2月25日(土) 「ラニビズマブのバイオシミラー製剤と従来薬との硝子体注射にかかる時間の比較」他 鹿児島大学 医学部 米満 大智 先生 他 1 1 鹿児島県眼科医会 鹿児島県眼科医会

16:00～19：00 「白内障手術後の眼精疲労に対する0.05％シクロペントラート塩酸塩点眼の治療効果」他 鹿児島宮田眼科 大谷 伸一郎 先生 他 10 1 山下
鹿児島県医師会館(鹿児島市) サギングアイ症候群 国際医療福祉大学熱海病院 眼科 部長 准教授 後関 利明 先生 11 1 099-254-8124

参加費　1,000円
2月27日(月) 障害支援区分の基本的な考え方と障害者総合支援法の概要 鹿児島県くらし保健福祉部 障害福祉課 自立支援係 主事 町田 菜那未 氏 6 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～20：30 障害者総合支援法に基づく障害支援区分認定のための医師意見書の記載方法とポイント 鹿児島県医師会 常任理事 黒木 康文 先生 19 0.5 鹿児島県 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 医師意見書の充実のために(記載事例) 鹿児島県医師会 理事 山畑 良蔵 先生 29 0.5 099-254-8121

2月28日(火) 透析患者の妊娠と妊孕性温存 豊後大野市民病院 婦人科 部長 河邉 史子 先生 73 1.5 鹿児島県透析医会 アステラス製薬

19:00～20：30 透析期腎性貧血におけるHIF-PH阻害薬への期待 豊済会 理事長/下落合クリニック 院長 菊池 勘 先生 アステラス製薬 吉田
(Web配信) 090-7738-9802

第276回鹿児島眼科集
談会

3

令和4年度第2回かかりつけ医
等発達障害対応力向上研修
会(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1.5

障害支援区分認定主治
医研修会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1.5

鹿児島県透析医会学術
講演会(Web講習会) 1.5


