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12月1日(木) Heart Teamの中での心臓血管外科医の役割 鹿児島大学大学院 心臓血管外科学 助教 豊川 建二 先生 42 1.5 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：30 心血管病に対する低侵襲カテーテル治療と抗血栓療法 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 後援：鹿児島市医師会 尾上
(Web配信) 080-2401-8203

12月2日(金) 国際疫学研究から地域医療への転換 洗心福祉会 理事、三杉クリニック 院長、三重大学医学部 客員教授 田島 和雄 先生 4 1.5 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

18：00～19：30 鹿児島大学医学部 内村
(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
12月2日(金) 対策型胃がん内視鏡検診システムについて 鹿児島県消化器がん検診推進機構 会長 草野 健 先生 11 1.5 姶良地区愛胃会 姶良地区医師会

19:00～20：30 姶良地区医師会 堀之内
姶良地区医師会館(霧島市) 0995-42-1205

12月2日(金) 大腸癌治療のup to date～化学療法と腹腔鏡手術～ 今村総合病院 消化器外科 部長 馬場 研二 先生 55 1 大島郡医師会、大島地区消化器集団検診研究会 大島郡医師会

19：00～20：10 EAファーマ 和田
大島郡医師会館(奄美市)(Web配信) 0997-52-0598

12月2日(金) 「成長」と「分配」の心不全治療！～Vericiguatの心不全治療における位置づけ～ 大西内科ハートクリニック 院長 大西 勝也 先生 42 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 バイエル薬品

19:00～20：00 バイエル薬品 石村
(Web配信) 080-2405-1571

12月3日(土) 性倒錯の二人が関係を解消するまで 他 伊敷病院 池田 恵 先生 他 4 0.5 鹿児島精神神経学会 鹿児島精神神経学会

14：30～18：45 県立姶良病院における電気けいれん療法の動向 他 鹿児島県立姶良病院 中村 毅 先生 他 15 0.5 エーザイ 佐々木
城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) ベンゾジアゼピン系薬剤による奇異反応を呈した女子中学生の一例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 野村 弥加 先生 他 29 0.5 099-275-5346

フォトアセスメントが物盗られ妄想に有効であったアルツハイマー型認知症の一例 他 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 迫 はるか 先生 他 70 0.5
統合失調症における合併症や抗精神病薬の副作用を概観し、疾患の本質を考える 滋賀医科大学 精神医学講座 教授 尾関 祐二 先生 73 1.5

12月4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 鹿屋市医師会 鹿屋市医師会

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 永田
鹿屋市医師会館(鹿屋市) 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 0994-43-4757

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 他 19 1

12月6日(火) 適正なirAEマネジメントを目指した多職種多施設での取り組み～Update ver.2022～ 鹿児島厚生連病院 診療支援部 薬剤科 森岡 友美 氏 7 0.5 南薩医師会 中外製薬
18:30～20：00 当院における肺がん治療の現状 鹿児島厚生連病院 呼吸器外科 部長 大塚 綱志 先生 9 0.5 中外製薬 唐渡

(Web配信) 080-9984-8602

12月6日(火) 循環器内科医が考える糖尿病治療戦略 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 ノボノルディスクファーマ ノボノルディスクファーマ

19：00～20：00 糖尿病治療薬の選択基準—最適な治療薬を考える— 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 MSD 俣野
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-219-3972

12月7日(水) COVID-19の現状と今冬の流行に向けて 鹿児島大学大学院 微生物学分野 教授 西 順一郎 先生 8 1.5 姶良地区医師会 姶良地区医師会

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

12月7日(水) アトピー性皮膚炎におけるtype2炎症と皮膚バリア機能異常～これからのアトピー性皮膚炎治療のコツ～ 筑波大学 医学医療系皮膚科 教授 乃村 俊史 先生 26 1 鹿児島皮膚疾患の治療を語る会 鳥居薬品
19：20～20：30 鳥居薬品 植草

センテラス天文館(鹿児島市)(Web配信) 080-1316-6564

第83回学校医・園医会
(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1.5

第26回鹿児島皮膚疾患
の治療を語る会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

鹿屋市医師会「日医か
かりつけ医機能研修
制度応用研修会」

6

南薩地区肺がん診療
連携セミナー(Web講習
会)

1

GLP-1 Forefront
Conference(Web講習
会)

1

大島地区消化器集団検診研
究会(Web講習会)(ハイブリッド
形式) 1

大隅地区慢性心不全
治療学術講演会(Web
講習会)

1

第107回鹿児島精神神
経学会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

3.5

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
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位
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Kagoshima Heart
Conference(Web講習
会)

1.5

第13回地域医療シン
ポジウムin奄美、第63
回鹿児島地域医療教
育講演会(Web講習会)

第558回姶良地区愛胃
会

1.5

1.5
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12月7日(水) 心不全治療における高カリウム血症の慢性管理について(仮) 天陽会中央病院 臨床研究センター センター長 加治屋 崇 先生 19 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：00 心不全治療におけるカリウム管理について 鹿児島医療センター 循環器内科 医長 福永 研吾 先生 他 後援：鹿児島市医師会 佐々木
(Web講習会) 080-3100-5713

12月7日(水) Gabapentinoidsによる脊椎由来の疼痛治療～臨床から適応を考える～ 福岡みらい病院 整形外科 脊椎脊髄病センター センター長 栁澤 義和 先生 63 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

12月7日(水) 新規片頭痛治療薬の有用性と治療導入について 田中脳神経外科クリニック 院長 田中 滋也 先生 30 1 指宿医師会 指宿医師会

19：00～20：10 指宿市薬剤師会 山野
指宿市民会館(指宿市)(Web配信) 日本イーライリリー、第一三共 0993-34-2820

12月8日(木) 脊椎専門医から診た骨転移診療 鹿児島市立病院 整形外科 科長 嶋田 博文 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20：30 神経障害性疼痛治療に対する新しいステージ—新たなエビデンス：MiroTAS試験も含めて— 福島県立医科大学医学部 整形外科学講座 主任教授 紺野 愼一 先生 60 1 後援：鹿児島市医師会 安藤

城山ホテル鹿児島(鹿児島市)(Web配信) 080-2154-3389

12月9日(金) パンデミックに立ち向かう心不全診療～最新のトレンドと心腎連関の重要性～ 札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 講座 准教授 丹野 雅也 先生 73 1 アストラゼネカ アストラゼネカ

19：00～20：20 心腎連関を考慮したこれからのCKD治療戦略 横浜市立大学医学部 循環器・腎臓・高血圧内科学 主任教授 田村 功一 先生 小野薬品工業 小山
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 080-3815-1927

12月9日(金) 人口減少・高齢化する地域の医療提供～地域医療を総戦力で守るために～ イスモ 代表取締役 医療コンサルタント 秋山 岳人 氏 13 1 バイエル薬品 バイエル薬品

19：00～20：10 腎障害を合併した糖尿病症例の診療2022～finerenoneへの期待～ 島根大学医学部 内科学講座 内科学第一 教授 金﨑 啓造 先生 後援：鹿児島市医師会 上野
(Web配信) 080-2473-6622

12月9日(金) strokeを意識したPCI後の抗血栓療法 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 43 0.5 天陽会中央病院・中央クリニック 第一三共
19:00～20：10 脳動脈瘤の治療 厚地脳神経外科病院 脳神経外科 副院長・診療部長 永山 哲也 先生 78 0.5 第一三共 五十嵐

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 090-6954-4741

12月12日(月) 慢性心不全の標準治療におけるsGC刺激薬の役割～病態生理で考える～ 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 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 バイエル薬品 和田
(Web配信) 0997-52-0598

12月12日(月) てんかん疑い患者の救急外来での対応や抗てんかん薬の使い方 鹿児島市立病院 脳神経外科 医長 細山 浩史 先生 32 0.5 ユーシービージャパン ユーシービージャパン

19:00～20：10 脳神経救急における発作の理解と対応—ラコサミド静注製剤の有効性と役割 聖隷浜松病院 副病院長 脳神経外科・てんかんセンター 山本 貴道 先生 35 0.5 第一三共 東
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 090-8762-1570

12月13日(火) グローカル外科医の育成を目指して 鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科 教授 大塚 隆生 先生 1 1.5 姶良地区医師会 姶良地区医師会

19:00～20：30 堀之内
姶良地区医師会館(霧島市) 0995-42-1205

12月13日(火) 鹿児島Style for 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 指宿医師会 指宿医師会

19：00～20：15 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～脳卒中と心不全診療を中心に～ 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 指宿内科医会、指宿市薬剤師会 山野
指宿医療センター(指宿市)(Web配信) 小野薬品工業、アストラゼネカ 0993-34-2820

12月13日(火) 医師法21条(異状死体等の届出義務)解決の軌跡 日本医療法人協会 常務理事 医療安全部 会長/鹿児島県医療法人協会 会長 小田原 良治 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

18：00～19：30 堀
城山ホテル鹿児島(鹿児島市) 099-268-4896

12月14日(水) ウイルス肝炎・肝がん撲滅を目指した肝疾患相談センターの取り組み 鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 副センター長 小田 耕平 先生 7 0.5 熊毛地区医師会 ギリアド・サイエンシズ

18:30～20：00 B型・C型肝炎治療のUp to Date 鹿児島大学大学院 消化器疾患・生活習慣病学 教授 井戸 章雄 先生 73 1 ギリアド・サイエンシズ 渡邉
ホテルニュー種子島(西之表市)(Web配信) 070-2158-1056

指宿医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

脳心連関WEBセミナー
(Web講習会)

1

奄美医療圏心不全連
携講演会(Web講習会)

1

てんかんWEBセミナー
in鹿児島(Web講習会)

1

心腎連関オンラインカ
ンファレンス(Web講習
会)

1

地域医療Web Conference日
常診療での重症化予防を考え
る～慢性腎臓病編～(Web講
習会)

1

第302回姶良地区医師
会医師の日勉強会

1.5

出水郡医師会学術
Web講演会(Web講習
会)

1

指宿医師会学術講演
会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

Pain Total Care WEB
Seminar(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1.5

Hyperkalemia
Managementオンライン
セミナー(Web講習会)

1

医療事故調査制度と
医師法21条(異状死体
等の届出義務)

1.5

種子島肝炎学術講演
会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1.5
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12月14日(水) 頭痛診療UP TO DATE 鹿児島市立病院 脳神経内科 部長 渡邊 修 先生 30 1 大島郡医師会、奄美薬剤師会 大島郡医師会

19：00～20：00 第一三共 和田
(Web配信) 0997-52-0598

12月15日(木) 食育(三色食品群)の延長：糖尿病栄養指導 若松記念病院 理事長 帖佐 理子 先生 11 0.5 川内市医師会、川内薬剤師会 川内市医師会

19:00～20：30 糖尿病合併症発症・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 奥
(Web配信) 0996-23-4612

12月15日(木) 患者さんの病態を考慮した高血圧診療～循環器専門医の立場から～ 鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学 助教 赤﨑 雄一 先生 74 1 鹿児島県内科医会 第一三共
19：00～20：00 第一三共 井上

(Web配信) 099-219-9171

12月16日(金) 標準的な脳卒中治療—ガイドラインを踏まえて— 鹿児島市立病院 脳神経外科 科長 西牟田 洋介 先生 78 1 枕崎市医師会 第一三共
19:00～20：00 第一三共 野口

(Web配信) 後援：鹿児島市医師会 099-219-9171

12月16日(金) 当院における児童思春期の診断治療について 鹿児島大学大学院 精神機能病学分野 助教 佐々木 なつき 先生 9 1 MSD MSD
19:00～20：00 認知症を含めた高齢者の睡眠障害 鹿児島大学病院 神経科精神科 助教 石塚 貴周 先生 後援：鹿児島市医師会 近藤

(Web配信) 099-227-4601

12月17日(土) 日常診療で行いたい、かかりつけ医による認知症ケア かごしまオハナクリニック 院長 林 恒存 先生 15 1 鹿児島認知症疾患医療センター 谷山病院認知症疾患医療センター

14：00～16：10 認知症の行動・心理症状(BPSD)の薬物療法 三州病院 精神保健指定医 杉山 恒之 先生 29 1 パールランド病院、谷山病院 別府
(Web配信) 099-269-4119

12月18日(日) 緩和薬物治療における薬剤師の役割(仮) 相良病院 薬剤部 川床 優子 先生 0 0.5 厚生労働省 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

14：00～17:15 がん疼痛治療の基本と実際(仮) とみやす在宅クリニック 院長 冨安 志郎 先生 4 1 麻薬・覚せい剤乱用防止センター 原田
鹿児島県医師会館(鹿児島市)（Web配信） パネルディスカッション～まとめ いづろ今村病院 緩和ケア内科 部長 松下 格司 先生 10 0.5 後援：鹿児島県・鹿児島県医師会・鹿児島県薬剤師会 03-5544-8436

12月19日(月) 今求められている適切な冠動脈疾患治療 天陽会中央病院 循環器内科 加治屋 崇 先生 18 0.5 協和キリン 協和キリン
19：00～20：35 糖尿病と下肢閉塞性動脈疾患は切り離して考えられない！ 天陽会中央病院 循環器内科 竹井 達郎 先生 76 0.5 後援：鹿児島市医師会 藤木

(Web配信) 099-223-2700

12月19日(月) 新しい武器で心不全を積極的に予防する 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 73 1 ノバルティスファーマ ノバルティスファーマ

19：00～20：00 大塚製薬 内田
ホテルニュー種子島(西之表市)(Web配信) 後援：熊毛地区医師会 080-5891-9828

12月19日(月) 糖尿病と腎臓～現状と診断について～ 白石病院 腎臓内科 部長 徳永 公紀 先生 9 1 鹿児島県医師会 鹿児島県医師会

19:00～21：00 糖尿病性腎症の治療～重症化させないために～ 鹿児島市立病院 腎臓内科 部長 野﨑 剛 先生 76 1 青木
鹿児島県医師会館(鹿児島市)(Web配信) 099-254-8121

12月20日(火) Cardio-renal anemia syndromeと腎性貧血治療の現在 飯塚病院 腎臓内科 部長 藤﨑 毅一郎 先生 73 1 田辺三菱製薬 田辺三菱製薬

18：50～20：00 後援：鹿児島市医師会 増田
(Web配信) 099-251-5151

12月20日(火) 排尿障害について 鹿児島大学大学院 腫瘍学講座 泌尿器科学分野 教授 榎田 英樹 先生 65 1 川内市医師会 川内市医師会

19:00～20：00 アステラス製薬 奥
SSプラザせんだい(薩摩川内市)(Web配信) 0996-23-4612

12月21日(水) ハートチームの中での心臓外科医の役割 鹿児島大学病院 心臓血管外科 助教 豊川 建二 先生 33 0.5 第一三共、エドワーズライフサイエンス 第一三共
19:00～20：20 心血管病低侵襲治療センターの新展開～抗血栓療法も含めて～ 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 0.5 後援：鹿屋市医師会、曽於医師会 安藤

(Web配信) 肝属郡医師会、肝属東部医師会 080-2154-3389

片頭痛診療Webセミ
ナーin奄美(Web講習
会)

1

川内市医師会学術講
演会(Web講習会)

1.5

鹿児島県内科医会
WEB講演会(Web講習
会)

1

脳卒中WEBセミナー
(Web講習会)

1

Mental Health Symposium
in Kagoshima(Web講習会) 1

かかりつけ医フォロー
アップ研修(Web講習
会)

2

がん疼痛緩和のための医療
用麻薬適正使用推進講習会
(Web講習会)(ハイブリッド形
式)

2

腎性貧血治療を考え
る会in鹿児島(Web講
習会)

1

第73回川内市医師会医
学会(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1

糖尿病合併症対策セミ
ナー(Web講習会)

1

熊毛地区医師会学術
講演会(Web講習
会)(ハイブリッド形式)

1

第1回糖尿病重症化予防
連携強化研修会(Web講
習会)(ハイブリッド形式)

2

大隅地区心疾患医療連携セミ
ナー～弁膜症治療の最前線を
考える～(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
12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

12月23日(金) MRIの画像診断について(仮) 久留米大学医学部 放射線医学教室 准教授 田上 秀一 先生 1 1 第30回鹿児島画像診断カンファレンス

19：00～20：10 PDRファーマ
(Web配信) 後援：鹿児島市医師会、鹿児島県放射線専門医師会、鹿児島県放射線技師会

12月23日(金) 咳嗽症状をきたす疾患の画像診断 東京女子医科大学 画像診断学・核医学分野 教授・基幹分野長 坂井 修二 先生 46 1 杏林製薬 杏林製薬
19:00～20：10 後援：鹿児島市医師会 前田

TKPガーデンシティ鹿児島中央(鹿児島市)(Web配信) 070-3541-9285

12月23日(金) COVID-19流行下での当院の脳卒中診療体制と治療について 鹿児島市立病院 脳神経内科 科長 宮下 史生 先生 10 0.5 第一三共 第一三共
19:00～20:10 心原性脳塞栓症～心房細動を中心に～ 鹿児島市立病院 循環器内科 科長 奥井 英樹 先生 73 0.5 後援：鹿児島市医師会 時任
(Web配信) 099-219-9171

第５回脳卒中連携
WEBカンファレンス
(Web講習会)

1

第30回鹿児島画像診
断カンファレンス(Web
講習会)

1

鹿児島呼吸器フォーラ
ム(Web講習会)(ハイブ
リッド形式)

1


