
【 平成２５年度 生涯教育認定講座 】 

 

開催日時・会場 演題及び演者 主催・共催 
単位数（ｶﾘｷｭﾗﾑｺｰﾄﾞ） 

出席者数 

4月 16日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「実践！降圧療法“質”を高めるために」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

循環器・呼吸器・代謝内科学 

教授 大石 充先生 

姶良地区内科医会 

ＭＳＤ（株） 

1.5 単位(73,74,82) 

48名（内医師 27名） 

4月 19日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「放射線医療の進歩と胃悪性リンパ腫」 

久留米大学名誉教授 

前久留米大学医学部放射線科 

教授 早渕尚文先生 

愛胃会 

第一三共（株） 

1.5 単位(15,21,51) 

33名（内医師 19名） 

5月 20日(月)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 16回医療情報セミナー 

日本医師会提供「日医標準ﾚｾﾌﾟﾄｿﾌﾄ」勉強会 

姶良地区医師会 

（株）ティエスアイ 
15名 

5月 23日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 
「症例検討会」 愛胃会 19名（内医師 17名） 

6月 14日(金)午後７時～  

姶良地区医師会館 

「ショックの患者を助けるには？ 

ショックと治療侵略 そして救急医療」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 生体機

能制御学講座 救急・集中治療医学分野 

           教授 垣花泰之先生 

姶良地区医師会 

春季医学会 

1.5 単位(16,32,44) 

30名（内医師 20名） 

6月 18日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「生活習慣病における骨粗鬆症治療の 

重要性」 

産業医科大学第 1内科 講師 岡田洋右先生 

姶良地区内科医会 

第一三共（株） 

1.5 単位(60,62,77) 

31名（内医師 18名） 

6月 20日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「胃癌検診の過去、現在、未来」 

前ＪＡ鹿児島県厚生連健康管理センター 

副所長 草野 健先生 

愛胃会 
1 単位(1,11) 

22名（内医師 5名） 

7月 2日(火)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「Ｂ型肝炎治療ガイドライン変更について 

       ～再活性化対策を含めて～」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

消化器疾患・生活習慣病学 講師 桶谷 真先

生 

姶良地区医師会 

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ

（株） 

1 単位(11,73) 

22名（内医師 19名） 

7月 11日(木)午後７時～  

姶良地区医師会館 

第１回 

「糖尿病治療標準化鹿児島方式研修会」 

姶良地区医師会 

県糖尿病対策推進会議事務局 
61名（内医師 37名） 

7月 14日(日) 

８:４５～１８:１５ 

7月 15日(月) 

８:４５～１６:４０ 

南九州病院 大会議室 

がん診療に携わる医師に対する緩和ｹｱ研修会 

南九州病院 

姶良地区医師会 

伊佐市医師会 

両日それぞれ 5単位 

(4,7,10,13,15, 

42,53,55,59,60, 

5,20,45,46,51, 

54,69,70,80,81) 

8名 

7月 19日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「Ｈ.pylori 感染症 最近の話題」 

大分大学医学部 消化器内科 

教授 村上和成先生 

愛胃会 

武田薬品工業（株） 

1.5 単位(21,52,73) 

37名（内医師 25名） 



7月 26日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「糖尿病大血管合併症進展抑制を 

  主眼とした糖尿病治療の新展開」 

熊本大学医学部附属病院 代謝・内分泌内科 

           講師 松村 剛先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区糖尿病医療連携協議会 

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ（株） 

1.5 単位(42,43,44) 

79名（内医師 26名） 

8月 2日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「乳房造影超音波検査の実際」 

自治医科大学附属さいたま医療センター 

臨床検査部 准教授 尾本きよか先生 

愛胃会 

第一三共（株） 

1.5 単位(15,25,52) 

14名（内医師 11名） 

8月 6日(火) 

午後７時１５分～ 

姶良地区医師会館 

「癌治療のﾌﾛﾝﾄﾗﾝﾅｰとしての HPVワクチン 

    ～試される人間の智慧と行動～」 

鹿児島市立病院産婦人科 部長 波多江正紀先

生 

姶良地区医師会 

ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ

（株） 

ジャパンワクチン

（株） 

1.5 単位(8,11,33) 

33名(内医師 11名) 

8月 7日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

（TV会議ｼｽﾃﾑにて中継） 

「鹿児島県の予防接種の現状について」 

鹿児島県保健福祉部健康増進課 

「子宮頸がん予防ワクチン 

       過去の轍を踏まないために」 

鹿児島市立病院産婦人科 部長 波多江正紀先

生 

「予防接種の新たな時代 

  －同時接種・安全性・成人へのワクチン」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科  

微生物学 教授 西順一郎先生 

鹿児島県医師会 17名(内医師 3名) 

8月 9日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「拡張不全の病態と治療戦略 up to date 

         ～アジルベへの期待～」 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 

循環器内科学 教授 伊藤 浩先生 

姶良地区内科医会 

武田薬品工業(株) 

1.5 単位(19,74,82) 

27名(内医師 14名) 

8月 8日(木)午後７時～  

姶良地区医師会館 

第２回 

「糖尿病治療標準化鹿児島方式研修会」 

姶良地区医師会 

県糖尿病対策推進会議事務局 
73名(内医師 29名) 

9月 6日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

｢心疾患予防のために“血圧の質”を改善す

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 

姶良地区医師会 

アステラス製薬(株) 

1.5 単位(23,73,74) 

49名(内医師 25名) 

9月 12日(木)午後７時～  

姶良地区医師会館 

第３回 

「糖尿病治療標準化鹿児島方式研修会」 

姶良地区医師会 

県糖尿病対策推進会議事務局 
78名(内医師 36名) 

9月 13日(金) 

午後 6時 45分～  

かごしま空港ホテル 

「認知症の人と家族を支えるいくつかのﾋﾝﾄ 

      ～ある専門医の気づきから～」 

首都大学東京 人間健康科学研究科 

           教授 繁田雅弘先生 

姶良地区医師会 

エーザイ（株） 

1.5 単位(5,14,29) 

132名(内医師 9名) 

9月 20日(金)午後７時～  

かごしま空港ホテル 

「肝炎治療の進歩と地域医療連携の現状 

    ～３０年間の経験を踏まえて～」 

霧島市立医師会医療センター 

           院長 藤﨑邦夫先生 

愛胃会 

霧島・姶良肝臓フォーラム 

大日本住友製薬（株） 

1.5 単位(13,27,73) 

29名(内医師 17名) 

9月 25日(水)午後７時～  

姶良地区医師会 

「小児ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患の最近の状況と学校保健」 

鹿児島生協病院 小児科 樋之口洋一先生 

姶良地区医師会 

学校医・園医会 

1.5 単位(13,16,79) 

24名(内医師 10名) 

10月 4日(金)午後７時～  

かごしま空港ホテル 

「骨粗鬆症における地域連携と 

透析患者に対する慢性疼痛対策」 

南風病院整形外科部長 鮫島浩司先生 

姶良地区内科医会 

久光製薬(株) 

1.5 単位(13,16,79) 

42名(内医師 14名) 



10月 10日(木)午後７時～  

姶良地区医師会館 

第４回 

「糖尿病治療標準化鹿児島方式研修会」 

姶良地区医師会 

県糖尿病対策推進会議事務局 

1 単位(13,61) 

62名(内医師 30名) 

10月 22日(火)午後７時～  

姶良地区医師会館 

「秋季医学会」 

口演：８題 
姶良地区医師会 ２２名 

11月 14日(木)午後７時～  

姶良地区医師会館 

第５回 

「糖尿病治療標準化鹿児島方式研修会」 

姶良地区医師会 

県糖尿病対策推進会議事務局 
55名(内医師 26名) 

11月 22日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル  

「 超高齢化社会における糖尿病と認知症 」 

九州大学先端融合医療ﾚﾄﾞｸｽﾅﾋﾞ研究拠点 

特任准教授 園田紀之先生 

姶良地区内科医会 

ｷｯｾｲ薬品工業(株) 

1.5 単位(6,13,14) 

60名(内医師 14名) 

11月 29日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「過敏性腸症候群の臨床-その病態と治療-」 

名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学 准教授 

名古屋市立大学大学院 臨床試験管理センター 副センター長 

神谷 武 先生 

愛胃会 

(株)ツムラ 

1.5 単位(53,54,83) 

33名(内医師 20名) 

12月 4日(水)午後７時～ 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

(Web ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ) 

「腰痛ガイドラインからみた腰痛治療の新戦略 

～腰椎疾患による痛みと炎症の関わり～」 

富山大学附属病院 整形外科  

診療部長 川口善治先生 

姶良地区医師会 

姶良郡薬剤師会 

アステラス製薬(株) 

ファイザー(株) 

18名(内医師 2名) 

12月 5日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「凝固線溶からみた脈管疾患」 

県立大島病院 名誉院長 

大井病院 顧問 小代正隆先生 

姶良地区内科医会 

田辺三菱製薬(株) 

1.5 単位(53,54,83) 

41名(内医師 21名) 

12月 18日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「症例検討会」 
愛胃会 

1.5 単位(2,10,15) 

18名(内医師 17名) 

1月 20日(月)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「ESD時代に求められる胃癌深達度診断」 

公益社団法人鹿児島共済会南風病院 

消化器内科 部長 島岡俊治先生 

愛胃会 

エーザイ（株） 

1.5 単位(2,8,15) 

21名(内医師 16名) 

1月 21日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「骨粗鬆症治療の up to dato」 

公益財団法人昭和会 今給黎総合病院 

整形外科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 副院長 松永俊二先生 

姶良地区内科医会 

大正富山医薬品(株) 

1.5 単位(60,62,77) 

26名(内医師 12名) 

1月 24日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「外来での感染症診療の原則」 

武蔵野赤十字病院 感染管理室長 本郷偉元先生 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(15,18,28) 

62名(内医師 29名) 

2月 7日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会 
産業医研修会 

鹿児島県医師会 

姶良地区医師会 

未認定医／後期 

認定医／専門･更新 

33名 

2月 13日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「ＤＡＡ時代のＣ型肝炎治療」 

武蔵野赤十字病院 消化器科 

           部長 黒崎雅之先生 

姶良地区医師会 

中外製薬(株) 

ﾔﾝｾﾝﾌｧｰﾏ(株) 

1 単位(13,73) 

40名(内医師 10名) 

2月 14日(金) 

午後６時３０分～ 

姶良地区医師会 

（TV会議ｼｽﾃﾑにて中継） 

社保伝達講習会 

「高血圧診療のすべて」 

鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学 

准教授 宮田昌明先生 

鹿児島県医師会 常任理事 中村一彦先生 

鹿児島県医師会 

姶良地区医師会 

2 単位(2,43,73,74) 

15名(内医師 13名) 

2月 20日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「喘息診療 2014 

～吸入薬のｱﾄﾞﾋｱﾗﾝｽ改善を目指して～」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

呼吸器科 講師 東元一晃先生 

姶良地区内科医会 

杏林製薬(株) 

1.5 単位(45,46,79) 

31名(内医師 21名) 



2月 21日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会 

「医療倫理の基礎と課題」 

熊本大学大学院生命倫理学分野 

環境社会医学部門環境生命科学講座 

           教授 浅井 篤先生 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(1,3,4) 

23名(内医師 10名) 

2月 25日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「胃粘膜病変の病理」 

鹿児島予防医学研究所 所長 中村敬夫先生 

愛胃会 

（株)ｸﾘﾆｶﾙﾊﾟｿﾛｼﾞｰ 

     ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 

1.5 単位(2,15,51) 

11名(内医師 9名) 

2月 26日(水) 

午後７時 30分～ 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

「Ｂ型肝炎の治療を考える」 

大阪大学大学院医学系研究科内科系臨床医学専攻 

消化器内科学 教授 竹原徹郎先生 

姶良地区医師会 

ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ(株) 

1 単位(21,27) 

11名(内医師 0名) 

3月 7日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「本には載っていない急性冠症候群の 

心電図診断」 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 

心臓血管センター内科 客員准教授  

小菅雅美先生 

姶良地区医師会 

アステラス製薬(株) 

1.5 単位(8,44,82) 

78名(内医師 32名) 

3月 13日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「小児科領域の循環器疾患 

～先天性から学校心臓検診～」 

独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センタ

ー 小児科 医長 田中裕治

先生 

姶良地区医師会 

学校医・園医会 
24名(内医師 16名) 

3月 14日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

①「ＥＢＭと糖尿病診察マニュアル」 

国立国際医療研究センター病院 

 糖尿病･代謝･内分泌科 医長 能登 洋先生 

②「糖尿病の戦略研究 J-DOIT1,2,3 の結果と状況 

－医療連携と低血糖のｲﾝﾊﾟｸﾄの視点から」 

国立国際医療研究センター 

糖尿病研究部長･選任診療部長 野田光彦先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区糖尿病医療連携協議会 

武田薬品工業(株) 

1.5 単位(10,13,32) 

77名(内医師 21名) 

3月 19日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「姶良・霧島肝臓フォーラム」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

人間環境学講座消化器疾患・生活習慣病学分野 

教授 井戸章雄先生 

愛胃会 

ＭＳＤ（株） 

1.5 単位(13,18,73) 

33名(内医師 23名) 

3月 26日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「姶良・霧島地区糖尿病学術講演会」 

東京医科大学 主任教授 小田原雅人先生 

姶良地区医師会 

ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 
23名(内医師 13名) 

 


