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6月2日(木) 高カリウム血症の臨床的重要性と管理 鹿児島市立病院 腎臓内科部長 野﨑 剛 先生 73 1 アストラゼネカ 川内市医師会

19：00～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

6月2日(木) 新しい抗血小板療法のすすめ 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 32 1 姶良地区医師会 第一三共
18：30～19：30 第一三共 小西

(Web配信) 080-1315-8618

6月3日(金) 慢性膵炎診療ガイドライン2021を読み解く 東北大学大学院 医学系研究科消化器病態学分野 教授 正宗 淳 先生 73 1 ヴィアトリス製薬 ヴィアトリス
19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 新田

(Web配信) 080-2029-9545

6月4日(土) 涙道疾患のup-to-date 愛媛大学医学部眼科学教室 教授 白石 敦 先生 9 1 鹿児島県眼科医会 鹿児島県眼科医会

16：00～19：00 緑内障治療における最近の話題 金沢大学 眼科 教授 杉山 和久 先生 15 1.5 参天製薬 文田
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 099-254-8124

6月6日(月) パンデミックに立ち向かう心不全治療UP TO DATE 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 准教授 丹野 雅也 先生 45 1 日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー 川内市医師会

19：00～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

6月8日(水) SLE合併妊娠 妊娠中期に増悪した一例 鹿児島市立病院 産婦人科 橋爪 綾帆 先生 53 1 三水会 三水会
19：00～20：30 月経困難症の診断と治療～思春期からの早期介入～ 倉敷平成病院 婦人科 部長 太田 郁子 先生 73 0.5 持田製薬 河野

鹿児島市立病院(鹿児島市) 後援：鹿児島市医師会 099-268-0311

6月8日(水) 当院におけるATTR-CMの診断と治療 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 樋口 公嗣 先生 10 1 ファイザー ファイザー
19：00～20：00 心アミロイドーシスの診断と治療-「みつかる」から「みつける」に- 岡山大学大学院 医歯学総合研究科 機能制御学講座 循環器内科 准教授 中村 一文 先生 後援：鹿児島市医師会 花田

(Web配信) 080-5879-4728

6月8日(水) パンデミックに立ち向かう心不全治療UP TO DATE 札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座 准教授 丹野 雅也 先生 24 1 姶良地区医師会 日本ベーリンガーインゲルハイム

19：30～20：30 日本ベーリンガーインゲルハイム、日本イーライリリー 田中
かごしま空港ホテル(霧島市)(Web配信) 099-256-6608

6月9日(木) 整形外科医療の進歩-肩関節を中心に- 鹿児島大学大学院 先進治療学専攻 運動機能修復学講座整形外科学分野 教授 谷口 昇 先生 61 1 鹿児島市外科医会 鹿児島市医師会

18:30～20:15 田淵
鹿児島市医師会館(鹿児島市) 099-226-3737

6月9日(木) 臨床現場における感染症の仕組み・対策と経口補水療法 沖縄愛楽園/厚生労働省 技官 玉城 佑一郎 先生 8 1.5 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 大塚製薬工場

18：45～20：30 大塚製薬工場 永瀬
(Web配信) 080-8478-7701

6月9日(木) 消化管腫瘍に対する内視鏡治療の基本と新たな展開―酸関連疾患も含めて― 鹿児島大学病院 消化器内科 講師 佐々木 文郷 先生 52 0.5 鹿児島市内科医会 武田薬品工業

19：00～20：00 当科における胆膵疾患診療の現状(仮) 鹿児島大学大学院　疫学・予防医学 講師 田ノ上 史郎 先生 53 0.5 武田薬品工業、大塚製薬 原田
(Web配信) 080-4324-2686

6月10日（金） 鹿児島県における便秘治療 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 特任助教 田中 啓仁 先生 54 1 鹿児島FD・IBS研究会 アステラス製薬

19：00～20：30 マイクロバイオームと腸脳相関 慶応義塾大学 薬学部 生化学講座 教授 長谷 耕二 先生 アステラス製薬 佐佐木
(Web配信) 090-6920-3111

6月10日(金) 高齢者糖尿病診療の潮流2022 東京医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科学分野 主任教授 鈴木 亮 先生 49 1 田辺三菱製薬、第一三共 田辺三菱製薬

18：50～20：20 後援：鹿児島市医師会 古藤
ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-251-5151

6月10日(金) 心房細動合併のCAD治療 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 43 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：00 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会、 黒木
(Web配信) 　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会 080-8301-9439

令和4年度鹿児島市外科医会
総会・講演会 1

糖尿病合併症予防セミナー
2022in鹿児島(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

大隅地区Web学術講演会(Web
講習会) 1

姶良地区内科医会学術
講演会(Web講習会) 1.5

消化器疾患Expert
Seminar(Web講習会) 1

第14回鹿児島FD・IBS研
究会(Web講習会) 1

第249回三水会(Web講習
会)(ハイブリッド形式) 1.5

ATTR心アミロイドーシスwebセ
ミナーin KAGOSHIMA(Web講
習会)

1

姶良地区医師会学術講演会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

膵疾患フォーラム鹿児島～慢
性膵炎診療ガイドライン改訂を
踏まえて～(Web講習会)

1

第273回鹿児島眼科集談
会 2.5

最新の心不全治療を考える～心
不全治療のNEXT STAGE～(Web
講習会)

1

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
６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 問合せ先

川薩Renal Online Syｍ
posium(Web講習会) 1

脳疾患連携Webセミナー
in姶良(Web講習会) 1
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6月11日(土) 日本のHIV陽性者から見たU=Uの光と影 他 ぷれいす東京 代表 生島 嗣 氏 5 1.5 鹿児島HIV感染症研究会、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 ヴィーブヘルスケア

16：15～18：00 ヴィーブヘルスケア 小見山
(Web配信) 080-1015-5342

6月13日(月) 2年生になりました・428例の治療軌跡 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 10 0.5 大塚製薬、ノバルティスファーマ 大塚製薬
19：00～20：30 不整脈医が考えるARNIの使い方(仮) 関西労災病院 循環器内科 副部長/不整脈科治療部門長 増田 正晴 先生 74 1 後援：鹿児島市医師会 後藤

(Web配信) 070-4538-7522

6月13日(月) GERDをはじめとする上腹部症状に対する治療戦略について～胆膵内視鏡あれこれ～ 今村総合病院 消化器内科 主任部長 田口 宏樹 先生 52 0.5 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：30 新しい内視鏡プラクティスの導入～UEMRからEFTRまで～ 大阪国際がんセンター 消化器内科 副部長 上堂 文也 先生 53 0.5 後援：鹿児島市医師会 小山
(Web配信) 080-3815-1927

6月14日(火) 子宮頸がん患者の悲劇を繰り返さないために～積極的勧奨再開後に我々が取り組むべきこと～ 鹿児島大学大学院 生殖病態生理学 教授 小林 裕明 先生 11 1 MSD MSD
19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 近藤

(Web配信) 099-227-4601

6月14日(火) 追補版によりアップデートされた高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 米子医療センター　院長/鳥取大学医学部ゲノム再生医学講座　再生医療学分野　特任教授　久留　一郎　先生 82 1 鹿児島県内科医会 持田製薬
19：00～20：00 持田製薬、富士薬品 平川

(Web配信) 099-253-5201

6月14日(火) 心血管イベントにおける脂質の残余リスクについて(仮) 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 75 1 南薩医師会 興和
18：50～20：00 興和 仲町

(Web配信) 099-206-3220

6月14日(火) 慢性心不全の診かた～かかりつけ医に知っておいてほしいこと～ 鹿児島厚生連病院 循環器内科 部長 新里 拓郎 先生 12 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

19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 青柳
(Web配信) 080-5940-3001

6月16日(木) one airway,one diseaseから考えるアレルギー治療～気管支喘息合併アレルギー性鼻炎治療における抗ヒスタミン薬の役割～ 南九州病院 統括診療部長(呼吸器科) 東元 一晃 先生 39 1 鹿屋市医師会、曽於医師会、 吉重クリニック

18：50～20：00 肝属郡医師会、肝属東部医師会 吉重
(Web配信) 大鵬薬品工業 0994-67-2266

6月16日(木) DPPー4阻害薬を再考する いづろ今村病院 糖尿病内科 主任部長 新中須 敦 先生 63 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：00 糖尿病性神経障害～神経障害性疼痛を含めて～ 鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 助教 有村 愛子 先生 76 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任

(Web配信) 099-219-9171

6月17日(金) 鹿児島県における成人先天性心疾患移行医療について　(仮) 鹿児島医療センター　小児科　主任部長　田中　裕治　先生 24 0.5 ヤンセンファーマ、日本新薬 ヤンセンファーマ

19：00～20：10 長野県の成人先天性心疾患に伴う肺高血圧症診療について　(仮) 信州大学医学部循環器内科学教室　准教授 45 0.5 後援：鹿児島市医師会 古賀
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 信州大学医学部付属病院　成人先天性心疾患センター　副センター長　元木　博彦　先生 080-5906-1994

6月17日(金) CKD合併2型糖尿病の治療戦略～SGLT阻害薬2000例以上の使用経験より～ 三浦中央医院 院長 瀧端 正博 先生 76 1 小野薬品工業、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

6月17日(金) 地域中核病院における炎症性腸疾患診療 出水総合医療センター 副院長 藤田 浩 先生 54 1 田辺三菱製薬 川内市医師会

19：00～20：00 後援：川内市医師会、出水郡医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

6月17日(金) 神経障害性疼痛へのチームアプローチ～患者満足度向上のために～ 今林整形外科病院 名誉院長 大迫 浩文 先生 10 1 第一三共 第一三共
19：30～20：30 後援：鹿児島市医師会 井上

(Web配信) 099-219-9171

6月18日(土) 当院で診断がつけられなかった前頭側頭型認知症の一例 メンタルホスピタル鹿屋認知症疾患医療センター センター長 小林 憲史 先生 5 1 メンタルホスピタル鹿屋認知症疾患医療センター メンタルホスピタル鹿児島認知症疾患医療センター

14：00～15：10 西迫
メンタルホスピタル鹿屋(鹿屋市) 0994-36-1870

Pain Live Symposium in鹿
児島(Web講習会) 1

令和4年度かかりつけ医認知
症対応力向上フォローアップ
研修会

1

成人先天性心疾患に伴う肺高血
圧症セミナーin鹿児島～移行医
療～(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

1

DIABETES AREA
MEETING IN
KANOYA(Web講習会)

1

北薩IBDフォーラム(Web
講習会) 1

大隅地区学術講演会
(Web講習会)

1

糖尿病WEBセミナーin鹿
児島(Web講習会) 1

高尿酸血症ネットフォーラ
ムin鹿児島(Web講習会) 1

KOWA WEB Conference
in南薩(Web講習会) 1

循環器疾患地域連携Web
講演会(Web講習会) 1

不整脈ARNI Web
Symposium(Web講習会) 1.5

第2回鹿児島消化器Web
セミナー(Web講習会) 1

鹿児島HPVワクチンセミ
ナー(Web講習会) 1

鹿児島HIV感染症研究会講演
会(Web講習会) 1.5
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6月20日(月) 慢性心不全治療におけるupdate(仮) 鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学 診療講師 神田 大輔 先生 12 1 アストラゼネカ、小野薬品工業 アストラゼネカ

19：00～20：20 慢性心不全の治療について 鹿児島県立 薩南病院 循環器内科 部長 吉野 聡史 先生　他 後援：鹿児島市医師会 佐々木
(Web配信) 080-3100-5713

6月20日(月) IAD(失禁関連皮膚炎)の発生機序とケア 済生会川内病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 神薗 由佳 先生 10 1 持田製薬 川内市医師会

19：00～20：00 便秘診療の実際～排泄で悩む人に寄り添う～ 南風病院 緩和ケア内科 科長 加藤 博美 先生 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

6月21日(火) 脳卒中診療Up to date～再発予防から後遺症管理まで～ 鹿児島医療センター 脳卒中センター センター長/脳血管内科 部長 松岡 秀樹 先生 78 1 日置市医師会 第一三共
19:00～20：10 竹田

(Web配信) 080-2135-8782

6月22日(水) 「痛みのトータルケア」～神経障害性疼痛・がん性疼痛・エリア連携を中心に～ 他 いまきいれ総合病院 緩和医療科 原口 哲子 先生 他 81 1 出水郡医師会 出水郡医師会

18：30～19：30 第一三共 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

6月22日(水) 冠動脈疾患における抗血小板薬 総復習 鹿児島大学病院 心臓血管内科 内山 洋太 先生 43 0.5 南薩医師会 第一三共
19：00～20：15 高齢心房細動患者に対する抗凝固療法～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 73 0.5 第一三共 野口

南さつま市総合保健福祉センター(南さつま市)(Web配信) 099-219-9171

6月23日(木) COVID-19の現状とこれからの展望 鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生 8 1 鹿児島市医師会勤務医会 鹿児島市医師会

19：00～20：30 原田
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-226-3737

6月23日(木) ARNIによる高血圧の新展開～プライマリケアで使いやすい降圧剤～ 愛心メモリアル病院 循環器内科 部長 平尾 紀文 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

19：00～20：10 後援：鹿児島市医師会 青柳
(Web配信) 080-5940-3001

6月23日(木) 医療現場で直面する肺炎診療の課題と対策～肺炎のルーチン治療と戦略的治療～ 仙台赤十字病院 副院長兼 呼吸器内科 部長 三木 誠 先生 45 1 姶良地区医師会、姶良地区内科医会 杏林製薬
18：50～20：00 杏林製薬 大川

(Web配信) 099-222-3004

6月23日(木) 循環器内科医の視点より心腎貧血連関を考える 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 9 1 協和キリン 協和キリン
18：50～20：10 後援：鹿児島市医師会 藤木

(Web配信) 099-223-2700

6月23日(木) CKD診療の未来予想図 他 久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科学部門 主任教授 深水 圭 先生 他 73 1 小野薬品工業、アストラゼネカ 小野薬品工業

19：00～20：20 後援：鹿児島市医師会 柳
(Web配信) 080-2485-6605

6月24日(金) 進行する心房細動に伴うリスク変化とカテーテルアブレーションの意義 桜橋渡辺病院 心臓・血管センター不整脈科長 田中 宣暁 先生 43 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：00 後援：鹿児島市医師会 尾上
（Web配信） 080-2401-8203

6月24日(金) 鹿児島市在宅医療と介護の連携推進事業の活動報告 鹿児島市在宅医療介護連携支援センター コーディネーター 森 鶴代 氏 他 80 1 鹿児島市在宅医会 鹿児島市医師会

19:20～20：30 田口
（Web配信） 099-226-3737

6月24日(金) 新しい抗血小板療法のすすめ 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 32 1 熊毛地区医師会 第一三共
19：00～20：00 丸井

(Web配信) 080-2135-8782

6月28日(火) 認知症と心房細動-超高齢社会の抗凝固療法- 国立循環器病研究センター 脳神経内科 部長 猪原 匡史 先生 29 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20:00 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会、 奥
（Web配信） 　　　　肝属郡医師会、肝属東部医師会 090-5258-5172

Expert Meeting in
KAGOSHIMA(Web講習会) 1

鹿児島市在宅医会総会・
講演会(Web講習会) 1

熊毛地区脳卒中連携Web
セミナー(Web講習会) 1

大隅地区医師会Web学術
講演会（Web講習会）

1

姶良地区医師会学術講演会
第490回姶良地区内科医会
(Web講習会)

1

Cardio Renalセミナー(Web
講習会) 1

Renal Expert Meeting in
Kagoshima(Web講習会) 1

南薩循環器セミナー(Web
講習会)(ハイブリッド形式) 1

鹿児島市医師会勤務医会総
会研修会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

高血圧Webセミナー(Web
講習会) 1

排泄ケアWebセミナーin川
薩(Web講習会) 1

日置市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会) 1

循環器オンラインセミナー
(Web講習会) 1
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6月28日（火） 腎臓内科医から見たSGLT2阻害薬への期待～Target CKD、Beyond DKD～ 熊本大学大学院 生命科学研究部 腎臓内科学分野 准教授 桒原 孝成 先生 73 1 指宿医師会、指宿内科医会、指宿市薬剤師会 指宿医師会

19：00～20：00 アストラゼネカ、小野薬品工業 山野
(Web配信) 0993-34-2820

6月29日(水) 腎臓内科医から見たCKD治療について 今村総合病院 腎臓内科 主任部長 福元 まゆみ 先生 73 1 小野薬品工業、アストラゼネカ 小野薬品工業

19：00～20：30 腎予後を考慮した糖尿病診療～SGLT阻害薬最新知見～ 北海道大学大学院 糖尿病肥満病態治療学分野 特任教授 三好 秀明 先生 82 0.5 後援：鹿児島市医師会 柳
(Web配信) 080-2485-6605

6月29日(水) パーキンソン病診療における、院内外の多職種連携 他 福岡大学医学部 脳神経内科学 准教授 藤岡 伸助 先生 他 10 1 協和キリン 協和キリン
19：00～20：30 後援：鹿児島市医師会、鹿児島県リハビリテーション施設協議会 中谷

ライカ南国ホール(鹿児島市)(Web配信) 099-223-2700

6月29日(水) 心房細動の診断と抗凝固療法(仮)～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 10 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 日本ベーリンガーインゲルハイム 和田
(Web配信) 0997-52-0598

6月30日(木) 二次性骨折予防継続管理料で変わる骨卒中予防～当院のDXA共同利用紹介も含めて～ 川内市医師会立市民病院 薬剤部 骨粗鬆症マネージャー 平川 尚宏 氏 19 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：10 明日から役立つ心房細動update～より良いアウトカムのため早期発見を～ 長崎大学病院循環器内科 講師 武居 明日美 先生 川内薬剤師会 奥
（Web配信） 第一三共 0996-23-4612

6月30日(木) 令和時代の子宮内膜症薬物治療のBest Practice 慶応義塾大学医学部 産科婦人科学教室 准教授・婦人科診療副部長 阪埜 浩司 先生 73 1 鹿児島県産科婦人科学会 あすか製薬
18：35～20：00 あすか製薬 平田

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 096-322-0771

6月30日(木) 日常診療に潜む肺高血圧症について考える 鹿児島大学病院 心臓血管内科 講師・診療准教授 窪田 佳代子 先生 74 1 伊佐市医師会 伊佐市医師会

19：00～20：00 日本新薬、ヤンセンファーマ 二渡
(Web配信) 0995-22-0589

伊佐市医師会学術講演
会(Web講習会) 1

協和キリンwebセミナー～パーキンソ
ン病の多職種連携とリハビリテーショ
ン～(Web講習会)(ハイブリッド形式)

1

病診連携WEBカンファレン
スin奄美(Web講習会) 1

第4回鹿児島県「生殖と女性医
学」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第3回
寝たきりゼロを目指して～骨卒中
と脳卒中～（Web講習会）

1

心腎連関カンファレンス
(Web講習会) 1

糖尿病オンラインセミナー
in鹿児島(Web講習会) 1.5


