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10月1日(土) 小児生活習慣病予防検診で受診した児の経過と対応について～外来での支援方法を考える～ 他 今村総合病院 鎌田 さつき 先生 他 76 1.5 鹿児島県小児内分泌研究会 ノボノルディスクファーマ

18：00～19：30 小児・思春期2型糖尿病診療の実際 埼玉医科大学 小児科 教授 菊池 透 先生 ノボノルディスクファーマ 田坂
TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 099-219-3972

10月4日(火) 心不全治療におけるチーム医療の実際と課題 他 九州大学病院 移植対策室 慢性心不全看護認定看護師 豊沢 真代 氏 他 10 0.5 小野薬品工業 小野薬品工業

19：00～20：20 心不全診療における標準化とチーム医療の重要性 倉敷中央病院 循環器内科 部長 多田 毅 先生 73 0.5 アストラゼネカ 柳
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-2485-6605

10月5日(水) ARNIによる高血圧治療Up Date(仮) みずの内科・血圧心臓クリニック 院長 水野 雄二 先生 74 1 ノバルティスファーマ、大塚製薬 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

10月5日(水) 心不全治療における地域連携とベルイシグアト 藤田医科大学医学部 循環器内科学 主任教授 井澤 英夫 先生 12 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

10月7日(金) 日常臨床における間質性肺疾患の注意点と最近話題について(仮) 川内市医師会立市民病院 呼吸器内科 部長 隈元 朋洋 先生 46 1 日本ベーリンガーインゲルハイム・アステム 川内市医師会

18：55～20：00 後援：川内市医師会 奥
(Web配信) 0996-23-4612

10月8日(土) 肥大心の鑑別 ファブリー病・アミロイドーシスを中心に 他 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 講師 樋口 公嗣 先生 他 19 1 鹿児島大学病院 第一三共
16：00～18：20 AI医療機器の社会実装と大学発ベンチャーを作るアントレプレナーシップ～AF早期発見をサポートする事例を含めて～ 国際医療福祉大学医学部 循環器内科 教授 田村 雄一 先生 43 1 第一三共 安藤
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-2154-3389

10月11日(火) うつ病の脳内炎症メカニズムと栄養・生活習慣 東北大学大学院医学系研究科 精神神経学分野 教授 富田 博秋 先生 70 1 ノーベルファーマ ノーベルファーマ

18：50～20：00 アトル 山田
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-6842-3199

10月11日(火) 変化する片頭痛治療のこの一年とこれから 田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 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 青木

(Web配信) 099-219-9171

10月12日(水) 明日から活用！経口GLP-1受容体作動薬処方のポイントと留意点 熊本中央病院 糖尿病・内分泌・代謝内科 部長 西田 健朗 先生 76 1 川内市医師会 川内市医師会

19：00～20：05 ノボノルディスクファーマ、MSD 奥
(Web配信) 0996-23-4612

10月13日(木) CKD診療における腎臓専門医の考え方 白石病院 腎臓内科 部長 德永 公紀 先生 82 1 枕崎市医師会・南薩医師会 協和キリン
19：00～20：00 協和キリン 坂本

枕崎ステーションホテル(枕崎市)(Web配信) 099-223-2700

10月13日(木) ギャンブル依存症の実態と支援者の役割 指宿竹元病院 院長 竹元 隆英 先生 20 0.5 MSD MSD
19：00～20：10 不眠治療の選択肢 ウエルフェア九州病院 院長 鮫島 稔弥 先生 69 0.5 後援：枕崎市医師会・指宿医師会・南薩医師会 楫原

(Web配信) 080-6657-2796

10月14日(金) 骨粗鬆症治療Uｐ To Date 前原総合医療病院 名誉院長 津守 伸浩 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19：30～20：30 チームで取り組む神経障害性疼痛 今林整形外科病院 名誉院長 大迫 浩文 先生 77 0.5 後援：鹿児島市医師会 井上

(Web配信) 099-219-9171

10月14日(金) 慢性膵炎：外科治療の適応と実際 近畿大学医学部 外科学教室 胆膵部門 主任教授 竹山 宜典 先生 0 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 新田
(Web配信) 080-2029-9545

枕崎市医師会・南薩医師
会学術講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

不眠症・精神科疾患セミ
ナーin南薩(Web講習会) 1

整形外科疾患トータルケ
アWEBセミナー(Web講習
会)

1

第2回膵疾患フォーラム鹿児
島～周術期の栄養管理を考え
る～(Web講習会)

1
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第26回鹿児島県小児内
分泌研究会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

心不全多職種連携セミ
ナーin鹿児島(Web講習
会)

1

ARNI高血圧Web
Symposium(Web講習会) 1

精神疾患を考える会in鹿
児島～精神疾患と低亜鉛
～(Web講習会)

1

Migraine Live
Symposium(Web講習会)

1

ベルイシグアト錠1周年記
念講演会(Web講習会) 1

川内地区呼吸器疾患セミ
ナー(Web講習会) 1

第8回桜ヶ丘循環器カン
ファレンス(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

2

川内市医師会学術講演
会(Web講習会) 1
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10月15日(土) ”進化する乾癬外用療法の新たなる可能性”—ついに完成された外用療法の3本の矢— あたご皮フ科 副院長 東京逓信病院 客員部長 江藤 隆史 先生 73 1 鹿児島県皮膚科医部会 協和キリン
18：50～20：00 協和キリン 築地

ライカ南国ホール(鹿児島市)(Web配信) 090-4860-4481

10月17日(月) 脳卒中の急性期治療と抗凝固療法について 鹿児島大学大学院 脳神経外科 助教 田中 俊一 先生 73 0.5 第一三共 第一三共
18:45～20：10 鹿児島におけるこれからの脳卒中診療 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 0.5 後援：鹿児島市医師会 安藤

(Web配信) 080-2154-3389

10月18日(火) 頚動脈プラークが見つかったら～新ガイドラインにおける中性脂肪低下療法の位置づけ～ 三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座 脳神経外科学 教授 鈴木 秀謙 先生 75 1 興和 興和
19：00～20：25 後援：鹿児島市医師会 清生

(Web配信) 080-9212-1536

10月19日(水) 慢性腎臓病に対するマルチレイヤーアプローチ～SGLT2阻害薬の意義～ 琉球大学病院 血液浄化療法部 診療教授 古波蔵 健太郎 先生 24 1 小野薬品工業、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

10月19日(水) PADに対する抗血栓療法のup to date 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 バイエル薬品 バイエル薬品

19:00～20：20 循環器病対策基本法が鹿児島循環器医療をどう変えるのか？ 鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学 教授 大石 充 先生 62 0.5 後援：鹿児島市医師会 尾上
(Web配信) 080-2401-8203

10月19日(水) 日常診療における身近な頭痛とまれな頭痛 鹿児島大学病院 脳神経外科 講師 山畑 仁志 先生 30 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：15 機能性疾患に対する外科的アプローチ—てんかん・不随運動・神経障害性疼痛— 鹿児島大学大学院 脳神経外科学 教授 花谷 亮典 先生 35 0.5 後援：鹿児島市医師会 鈴木

(Web配信) 099-219-9171

10月19日(水) Withコロナ時代のシニア診療—褥瘡、帯状疱疹、真菌症などを見逃さない！— 鹿児島市立病院 皮膚科 医長 馬場 淳徳 先生 58 1 鹿児島市医師会勤務医会 鹿児島市医師会

19:00～20：10 マルホ 原田
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-226-3737

10月20日(木) 夜間排尿トラブルの最新治療～小児から高齢者まで～ 済生会川内病院 泌尿器科・小児泌尿器科 主任部長 井手迫 俊彦 先生 66 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：00 フェリング・ファーマ、キッセイ薬品工業 新藏
(Web配信) 0996-63-0646

10月20日(木) 必ず前に進んでいるはず！という思いで、鹿児島のCLTI診療を見直してみる。 鹿児島市立病院 循環器内科 医長 宮内 栄治 先生 10 0.5 協和キリン 協和キリン
19：00～20：40 みんなで救おうCLTI 総合高津中央病院 看護部 副看護部長 藤井 さつえ 氏 12 0.5 後援：鹿児島市医師会 藤木

(Web配信) 099-223-2700

10月20日(木) 腫瘍循環器最近の話題～がん治療関連心筋障害とがん関連血栓症を中心に～ 鹿児島大学病院 心臓血管内科 柴田 啓佑 先生 15 0.5 第一三共 第一三共
19：00～20：10 治癒切除不能進行胃癌におけるHER2診断の重要性～病理学的評価における重要ポイント～ 市立札幌病院 消化器内科 部長 中村 路夫 先生 18 0.5 後援：鹿児島市医師会 緒方

(Web配信) 070-1374-4397

10月20日(木) 処方監査システム「IRIS」導入による有用性の検討 他 川内市医師会立市民病院 薬剤部 東 大樹 氏 他 10 1 川内市医師会立市民病院 川内市医師会

17:30～18：30 後援：川内市医師会 奥
川内市医師会立市民病院(薩摩川内市)(Web配信) 0996-23-4612

10月20日(木) 糖尿病治療におけるSGLT-2阻害薬への期待 いづろ今村病院 糖尿病内科 主任部長 新中須 敦 先生 22 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 岩重医院
19:00～20：00 田辺三菱製薬・第一三共 岩重

(Web配信) 0994-63-8514

10月21日(金) 熊本市CKD対策のこれまでとこれから～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 13 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

19：00～20：15 協和キリン 久保
(Web配信) 0996-32-7955

大隅地区Web学術講演会
(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

鹿児島フットケアセミナー
(Web講習会) 1

消化器がんと合併症に関
するWebセミナー(Web講
習会)

1

第36回川内市医師会立市民
病院学術発表会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

脳卒中トータルケアWebセ
ミナー(Web講習会) 1

KOWA Web Conference～脳
血管疾患患者における脂質治
療戦略～(Web講習会)

1

慢性腎臓病治療Update
Seminar in薩摩川内(Web
講習会)

1

鹿児島県の循環器病対
策基本法を考える(Web講
習会)

1

出水郡医師会学術Web講
演会(Web講習会)

1

脳神経外科疾患Webセミ
ナーfor primary(Web講習
会)

1

鹿児島市医師会勤務医
会研修会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

鹿児島県皮膚科医部会
学術集会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1
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10月21日(金) HTLV-1感染防御ワクチンの研究開発 他 琉球大学医学部 名誉教授・産学官連携研究員 琉球大学医学部 病態検査学講座 血液免疫学分野 前教授 田中 勇悦 先生 8 1 認定NPO法人じゃっど、若松記念病院 川内市医師会

19:15～20：30 興和 奥
SSプラザせんだい(薩摩川内市)(Web配信) 後援：川内市医師会 0996-23-4612

10月21日(金) ステロイド性骨粗鬆症～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 35 0.5 ユーシービージャパン ユーシービージャパン

19:00～20：15 脳卒中後てんかんを考える～PROPOSE研究～ 国立循環器病研究センター 脳神経内科 医長 田中 智貴 先生 77 0.5 第一三共 東
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 090-8762-1570

10月21日(金) ACP(人生会議)の本質について～すこやかに老いて穏やかな最期を迎えるために～ 長尾クリニック 名誉院長 長尾 和宏 先生 80 1 鹿児島市在宅医会 鹿児島市医師会

19:00～20：20 鹿児島市(市在宅医療と介護の連携推進事業) 田口
鹿児島市医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-226-3737

10月23日(日) 【専門医共通講習—感染対策：1単位】かかりつけ医の感染対策 沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 副部長 高山 義浩 先生 他 6 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

10：00～17：10 フレイル予防・対策 東京都健康長寿医療センター 理事長 鳥羽 研二 先生 他 8 1 宮下
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 地域リハビリテーション 小倉リハビリテーション病院 名誉院長 浜村 明徳 先生 10 1 099-254-8121

かかりつけ医と精神科専門医との連携 高月病院 院長 長瀬 幸弘 先生 他 12 1
オンライン診療のあり方 今村医院 理事長・院長 今村 聡 先生 13 1
新型コロナウイルス感染症とかかりつけ医～事例検討を通して～ 多摩ファミリークリニック 院長 大橋 博樹 先生 19 1

10月23日(日) 「C型肝炎」「肝硬変」「肝がん」「医療費助成」 鹿児島大学病院 消化器内科 伊集院 翔 先生 他 73 1 鹿児島大学病院肝疾患相談センター 鹿児島大学病院

10:00～11：25 鹿児島県肝疾患診療連携拠点病院等連絡協議会 梅木
(Web講習会) 後援：鹿児島県、鹿児島県医師会 099-275-5329

10月24日(月) 新型コロナウイルス感染症と産業医 鹿児島県民総合保健センター 所長・鹿児島県医師会 副会長 桶谷 薫 先生 6 1 鹿児島県医師会 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 いちき串木野市医師会 青木
いちき串木野市医師会立脳神経外科センター(いちき串木野市) 099-254-8121

10月25日(火) 心不全パンデミックを見据えた高血圧治療(仮) 済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科 医長 兒玉 和久 先生 74 1 出水郡医師会 出水郡医師会

19：00～20：00 出水郡薬剤師会 新藏
ホテル泉國邸(出水市)(Web配信) ノバルティスファーマ、大塚製薬 0996-63-0646

10月26日(水) 胎児側脳室拡大から考える胎児疾患 鹿児島大学 産科 櫻井 景太 先生 9 1 三水会
19：00～20：30 新しい頸管熟化法と分娩に関するトピックス 三重大学 医学部 産科婦人科 准教授 田中 博明 先生 73 0.5 富士製薬工業

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会
10月26日(水) 循環器病対策基本法と基本計画について(仮) 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 6 0.5 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～20：40 脳卒中対策について(仮) 鹿児島医療センター 脳・血管内科 部長 脳卒中センター センター長 日本脳卒中協会鹿児島県支部長 松岡 秀樹 先生 74 1 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

10月27日(木) ついに登場した経口GLP-1受容体作動薬、使い道と効果は？ 岡本医院おかもと糖尿病・内分泌クリニック 院長 岡本 将英 先生 76 1 指宿医師会 指宿医師会

19：00～20：00 指宿市薬剤師会 山野
(Web配信) ノボノルディスクファーマ、MSD 0993-34-2820

10月27日(木) 保険薬局における健康診断を活用した腎障害早期発見を目指した取り組み もみじ薬局 薬剤師 陳尾 祐介 氏 11 0.5 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：30 糖尿病性腎臓病をふくめた合併症抑制における集学的管理 陣内病院 理事長 院長 陣内 秀昭 先生 76 1 アステム 上野
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-2473-6622

10月27日(木) 医師の働き方改革について 市比野記念病院 副理事長 鉾之原 健太郎 先生 6 0.5 薩摩郡医師会 薩摩郡医師会

19:00～20：15 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～抗血栓治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 78 0.5 第一三共 横地
薩摩郡医師会病院(薩摩郡)(Web配信) 0996-53-0326

鹿児島市在宅医会研修
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

日医かかりつけ医機能研
修制度令和4年度応用研
修会第1回伝達講習(DVD
講習)

6

ウイルス学者からの臨床
現場へのメッセージ(Web
講習会)(ハイブリッド形式)

1

脳疾患WEBセミナーin鹿
児島(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

第250回三水会(Web講習
会) 1.5

令和4年度第1回循環器
病対策研修会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

令和4年度第2回鹿児島県肝
疾患診療連携ネットワーク研
修会(Web講習会)

1

いちき串木野地区日医認
定産業医研修会 2

指宿医師会WEB学術講
演会(Web講習会) 1

CKDの早期発見、早期治
療をみんなで考える医療
連携講演会(Web講習会)

1.5

薩摩郡医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1
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10月28日(金) 糖尿病合併発症・進展阻止を見据えた薬物選択 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 1 田辺三菱製薬、第一三共 田辺三菱製薬

18：50～20：30 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

10月28日(金) 産業医活動における多職種連携：産業医の困りごとの解消に向けて 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 13 2 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19：00～21：00 出水郡医師会 青木
出水郡医師会立第二病院(出水市) 099-254-8121

10月28日(金) 「神経免疫疾患における診療連携の重要性」～NMOSDの症例を通じて～ 鹿児島市医師会病院 脳神経内科 部長 中川 広人 先生 13 1 南薩医師会 中外製薬
19：00～20：00 中外製薬 梅崎

(Web配信) 080-1230-1354

10月28日(金) 離島医療から考える生活習慣病介入Strategy 石橋医院 副院長 岩手医科大学医学部 非常勤講師 石橋 興介 先生 76 1 鹿屋市医師会 日本イーライリリー

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 佐藤
池田病院(鹿屋市)(Web配信) 080-9308-4207

10月29日(土) 運動器再建術の進歩—その先へ 金沢大学 整形外科 教授 土屋 弘行 先生 61 1 鹿児島整形外科集談会 久光製薬
14：20～19：00 久光製薬 荒尾

鹿児島県医師会館(鹿児島市) 参加費：2,000円 099-481-9500

10月29日(土) 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 鹿児島県小児科医会 鹿児島県小児科医会

18：30～19：30 新海
鹿児島県医師会館(鹿児島市) 099-254-8121

10月29日(土) 医療事故調査制度について～その実態と虚実 中村・平井・田邉法律事務所 弁護士・医師 田邉 昇 先生 6 1.5 鹿児島県医療法人協会 鹿児島県医療法人協会

14：00～15：30 堀
ホテル・レクストン鹿児島(鹿児島市) 099-268-4896

10月29日(土) 多職種でできる呼吸ケア プラーナクリニック 院長 青木 康弘 先生 10 1 鹿児島県呼吸療法研究会 帝人ヘルスケア

15：00～17：45 帝人ヘルスケア 山岡
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 099-255-8177

10月31日(月) 身近に潜む新型コロナウイルスと水痘・帯状疱疹ウイルス—疼痛治療の備え— 他 鹿児島市立病院 皮膚科 医長 馬場 淳徳 先生 他 19 1 第一三共 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

10月31日(月) 鹿児島医療圏における循環器疾患医療分析 バイエル薬品 循環器・腎臓領域事業部 九州エリア地域渉外担当 船木 雅博 氏 44 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：05 心不全治療の今とこれから～Vericiguatの位置づけ～ 大西内科ハートクリニック 院長 大西 勝也 先生 後援：鹿児島市医師会 尾上
(Web配信) 080-2401-8203

WEBセミナー身近に潜む
疼痛を考える(Web講習
会)

1

第31回城山循環器カン
ファレンス(Web講習会) 1

Diabetes Update in鹿児
島(Web講習会)(ハイブリッ
ド形式)

1

出水地区日医認定産業
医研修会 2

南薩地区神経疾患診療
連携セミナー(Web講習会) 1

医療事故調査制度につい
て 1.5

第28回鹿児島県呼吸療
法研究会(Web講習会)(ハ
イブリッド形式)

1

糖尿病治療のUpdateを考える
in Kanoya～患者さんのやる気
と積極性を引き出すちょっとし
た工夫～(Web講習会)(ハイブ

1

第71回鹿児島整形外科
集談会 1

第95回鹿児島県小児科
医会学術講演会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

1


