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5月9日(月) 脳神経内科の視点から診る血圧管理　(仮) 埼玉医科大学国際医療センター　脳神経内科・脳卒中内科　教授　髙橋　愼一　先生 74 1 大塚製薬、ノバルティスファーマ 大塚製薬
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 後藤

(Web配信) 070-4538-7522

5月10日(火) 胃癌薬物治療の最前線 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 22 1 ブリストル・マイヤーズスクイブ、小野薬品工業 ブリストル・マイヤーズスクイブ：沖

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 080-4930-8847

(Web配信)
5月10日(火) 地域枠学生へのメッセージ　 鹿児島大学　地域医療支援センター　センター長　嶽﨑　俊郎　先生 12 1 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野 鹿児島大学離島へき地医療人育成センター

18：00～19：00 その1私から見た地域医療 離島へき地医療人材センター 内村
鹿児島大学医学部(鹿児島市) その2フィールドワークの魅力：90年代の中国での経験 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 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
5月10日(火) コロナ禍における安全で確実な 東京女子医科大学病院　消化器内視鏡科　教授　野中　康一　先生　 52 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：10 上部内視鏡検診を目指して！ 後援：鹿児島市医師会 佐々木
(Web配信) ～今さら聞けない内視鏡診断のQ&A～ 080-3100-5713

5月10日(火) 悪性腫瘍と眼 指宿医療センター 眼科 尾辻 太 先生 36 0.5 指宿医師会、指宿内科医会、指宿市薬剤師会 指宿医師会

18：30～20：00 冠動脈疾患における抗血栓療法の最前線 宮崎大学医学部内科学講座 循環器・腎臓内科学分野 教授 海北 幸一 先生 73 1 バイエル薬品 山野
(Web配信) 0993-34-2820

5月10日(火) 労働衛生関係法令 鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生 6 1 鹿児島県医師会、姶良地区医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 新型コロナウイルス感染症の中の産業医活動 鹿児島県民総合保健センター 所長・鹿児島県医師会 8 1 青木
姶良地区医師会館(霧島市) 常任理事 桶谷 薫 先生 099-254-8121

5月11日(水) 心不全ステージA&Bの治療：降圧療法をどう考えるか 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学 教授 大石 充 先生 74 1 大塚製薬、ノバルティスファーマ 大塚製薬
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 後藤

ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 070-4538-7522

5月16日(月) 日常診療にARNIを活かす 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 74 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬 ノバルティスファーマ

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

5月17日(火) コーチングと行動療法を使用した糖尿病療養指導 松本メディカルコミュニケーションズ　代表　松本　一成　先生 4 1.5 協和キリン 川内市医師会

18：30～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

5月17日(火) 慢性心不全の薬物治療の進歩とSGLT2iの使用法 小倉記念病院　循環器内科　部長　磯谷　彰宏　先生 19 0.5 小野薬品工業、アストラゼネカ 小野薬品工業

19：00～20：30 腎臓病の克服を目指して～SGLT2阻害薬の腎保護効果～ 川崎医科大学　副学長/腎臓　高血圧内科学　教授　柏原　直樹　先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 柳
(Web配信) 080-2485-6605

5月19日(木) クラウド型画像検査予約サービスTONARIを用いた地域連携 いまきいれ総合病院　放射線診断科　部長　鉾立　博文　先生 12 0.5 鹿児島市内科医会 武田薬品工業

19：00～20：20 上部消化管腫瘍に対する内視鏡診療Update 東京大学大学院医学系研究科　消化器内科学　教授　藤城　光弘　先生 52 0.5 武田薬品工業、大塚製薬 上田
(Web配信) 080-4132-6055

5月19日(木) 糖尿病療養指導の現状と多職種連携～合併症予防から透析導入まで～ 垂水市立医療センター垂水中央病院　透析室師長　糖尿病看護認定看護師・特定行為看護師（血糖関連）神之園　初代　氏 10 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 はるびゅうクリニック

19：00～20：10 当院におけるCKD診療について 池田病院　腎臓内科部長　血液浄化センター　センター長　古城　卓真　先生 24 0.5 田辺三菱製薬 春別府
(Web配信) 099-478-2153

5月20日(金) 進化する心不全治療-SGLT2阻害薬の新しい役割- 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 鹿児島県内科医会 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：00～20：00 日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー 長谷川
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 080-8026-4674

かかりつけ医のための消
化器内視鏡Up to
date(Web講習会)

1

ARNI高血圧Web
Symposium(Web講習会) 1

胃癌薬物治療WEBセミ
ナー(Web講習会) 1

第58回鹿児島地域医療
教育講演会 1

消化器疾患を考える会in
KAGOSHIMA(Web講習会) 1

大隅地区Web学術講演会
(Web講習会) 1

Heart Failure & Inhibitor Web
Seminar
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

ARNI心不全・高血圧を識
る(Web講習会) 1

糖尿病重症化予防対策
勉強会～スキルアップ
Webセミナー～(Web講習
会)

1.5

Cardiorenal Online
Seminar in鹿児島(Web講
習会)

1

指宿内科医会学術講演
会(Web講習会) 1.5

姶良地区日医認定産業
医研修会 2

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
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5月20日(金) 新型コロナウイルス感染症の中の産業医活動 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 6 1 鹿児島県医師会、出水郡医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 労働衛生関係法令 鹿児島産業保健総合支援センター 副所長 神村 健一郎 先生 8 1 青木
出水郡医師会立病院(出水市) 099-254-8121

5月20日(金) 最適な心不全治療を実現するために～慢性心不全に合併する高カリウム血症の管理～ 東京大学医学部付属病院 循環器内科 石田 純一 先生 74 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：00 後援：鹿屋市医師会 前田
(Web配信) 080-3100-5495

5月24日(火) 慢性腎臓病診療のUp to Date～SGLT2阻害薬の期待～　(仮) 九州大学大学院医学研究院　総合コホートセンター　准教授　中野　敏昭　先生 73 1 アストラゼネカ、小野薬品工業 アストラゼネカ

19：00～20：10 慢性腎臓病の治療について 今村総合病院　循環器内科　主任部長　肥後　建樹郎　先生 後援：鹿児島市医師会 佐々木
(Web配信) 080-3100-5713

5月25日(水) 高尿酸血症治療の現状と展望 九州大学病院　内分泌代謝・糖尿病内科　講師　坂本　竜一　先生 73 1 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 持田製薬
19：00～20：00 持田製薬、富士薬品 石原

(Web配信) 099-253-5201

5月25日(水) 進行性線維化を伴う間質性肺炎の診断と治療 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、肝属郡医師会、肝属東部医師会 日本ベーリンガーインゲルハイム

18：55～20：10 日常臨床における関節リウマチのスクリーニングと最近の薬物療法 鹿児島赤十字病院 副院長・リウマチ科 部長 大坪 秀雄 先生 45 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム 渡邊
(Web配信) 070-1076-8668

5月25日(水) 鹿児島大学における脳腫瘍関連てんかん 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 助教 東 拓一郎 先生 32 0.5 第一三共、ユーシービージャパン 第一三共
19：00～20：00 脳腫瘍の治療ガンマナイフから症候性てんかんまで 藤元総合病院 脳神経外科 脳神経センター センター長 八代 一孝 先生 35 0.5 後援：鹿児島市医師会 五十嵐

(Web配信) 090-6954-4741

5月26日(木) ストーリーで考える腎性貧血診察〜主演は誰か？〜(仮) 鹿児島医療センター 腎臓内科 医長 古庄 正英 先生 18 0.5 伊佐市医師会 伊佐市医師会：西本

19：00～20：00 31 0.5 協和キリン 0995-22-0589

(Web配信)
5月26日(木) 循環器内科医の考える心腎貧血連関とは 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 73 0.5 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：00 糖尿病治療における貧血の考え方 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 0.5 後援：鹿児島市医師会 古藤
(Web配信) 099-251-5151

5月26日(木) 脳梗塞再発予防・併存疾患管理のポイント びろうの樹 脳神経外科 菅田 真生 先生 32 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 末次内科循環器科

19：00～20：00 脳梗塞のシームレス治療について 鹿屋医療センター 脳神経外科 部長 平原 正志 先生 78 0.5 第一三共 末次
(Web配信) 0994-43-2331

5月26日(木) 片頭痛の病態と治療、新規予防療法薬について(仮) 他 田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生 他 30 1 出水郡医師会、出水郡薬剤師会 出水郡医師会

19：00～20：10 大塚製薬 新藏
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) 0996-63-0646

5月27日(金) 糖尿病治療次の一手を考える 二田哲博クリニック 姪浜 院長 下野 大 先生 12 0.5 日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：00～20：00 循環器と糖尿病の立場から心不全治療を考える 鹿児島医療センター 循環器内科 部長 東 健作 先生　他 76 0.5 後援：鹿児島市内科医会 野村
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-256-6608

5月28日(土) 医療事故調査制度の理解と運用 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 鹿児島県医療法人協会

15：30～17：10 日本医療法人協会常務理事・医療安全部長　小田原　良治　先生 堀
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 099-268-4896

5月31日(火) COVID-19流行下での静脈血栓症を考える 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 10 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：10 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総合研究科 医歯学教育開発センター 助教 徳重 明央 先生 15 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤

(Web配信) 080-2154-3389

鹿児島DVT連携Webセミ
ナー(Web講習会) 1

出水郡医師会学術講演会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

循環器×糖尿病治療懇話会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

医療事故調査制度の理
解と運用 1.5

伊佐市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

腎性貧血治療を考える会
in 鹿児島
(Web講習会)

1

大隅地区Web学術講演会
テーマ：脳卒中地域連携(Web
講習会)

1

第488回姶良地区内科医
会学術講演会(Web講習
会)

1

大隅地区呼吸器疾患セミ
ナー(Web講習会) 1

Epilepsy web
seminar(Web講習会) 1

出水地区日医認定産業
医研修会 2

心不全診療TOTAL
MANAGEMENT SEMINAR
IN KANOYA(Web講習会)

1

Kagoshima Heart Kidneyカン
ファレンスWeb講演会(Web講
習会)

1


