
【 平成２６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 3日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

「胆膵診療に EUSを最大限に生かす」 

愛知県がんセンター中央病院 消化器内科部 

医長 肱岡 範先生 

愛胃会 

第一三共(株) 

1.5 単位(2,27,52) 

25名(内医師 20名) 

4月 15日(火)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

鹿児島循環器カンファレンス 
Ⅰ「冠動脈インターベンションの 

最近の話題と治療後の管理」 
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学  

助教 内匠 拓朗 先生 
Ⅱ「病診連携を念頭においた弁膜症患者の 

マネージメント」 
講師 湯淺 敏典 先生 

Ⅲ「高血圧・心不全・不整脈・肺高血圧領域 
における病診連携の展望」 
教授 大石  充  先生 

鹿児島大学大学院 

心臓血管・高血圧内科学 

姶良地区医師会 

バイエル製薬(株) 

1.5 単位(9,13,74) 

54名 

4月 23日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「看取る人と看取られる人 

～医療チームに参加した僧侶の経験～」 

浄土真宗本願寺派善福寺 住職 長倉伯博氏 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(4,6,81) 

47名(内医師 11名) 

5月 15日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会 

「止血機構の今日的理解と 

血栓・塞栓症への考察」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

先進治療科学専攻 循環器・呼吸器病学講座  

血管代謝病態解析学分野 教授 橋口照人先生 

姶良地区医師会 

春季医学会 

姶良地区内科医会 

1.5 単位(8,32,42) 

16名(内医師 16名) 

5月 21日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 
「症例検討会」 姶良地区愛胃会 

2 単位(2,15,51,54) 

16名(内医師 16名) 

6月 25日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「発達障害と言われるこどもたち」 

宮城県立こども病院リハビリテーション部長 

霧島市こども発達サポートセンター「あゆみ」 

          奈良 隆寛 先生 

姶良地区医師会 

学校医・園医会 

1.5 単位(6,29,34) 

185名(内医師 17名) 

6月 26日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「糖尿病治療の現状と展望 

 ～SGLT2 阻害薬への期待とポジショニング～」 

九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 

助教 園田紀之先生 

姶良地区医師会 

大正富山医薬品(株) 

ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ(株) 

1 単位(76,82) 

34名(内医師 16名) 

6月 27日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「機能性消化管障害：便秘症へ対応 

～アミティーザの臨床使用経験も踏まえて～」 

福岡市医師会成人病センター 

          院長 壁村哲平先生 

姶良地区愛胃会 

ｱﾎﾞｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 

1.5 単位(21,53,54) 

14名(内医師 7名) 

7月 2日(水) 

午後 6 時 20 分～午後 8 時 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

「霧島救急カンファレンス」 

1)行政からみた救急医療体制 

2)救急隊からみた救急の現状 

3)医師会からみた救急医療体制 

姶良地区医師会 

国分生協病院 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

霧島市消防局 

115名(内医師 17名) 

7月 2日(水) 

午後 6時 30分 

～午後 7時 30分 

南九州病院 

「食物アレルギーの診断について」 

国立病院機構 南九州病院  

小児科 岡本真道先生 

南九州病院 

姶良地区医師会 
78名(内医師 17名) 



7月 13日(日) 

８:４５～１６:４５ 

7月 20日(日) 

８:４５～１８:２０ 

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) 

7月 23日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「食道バレット腺癌と 

      早期胃癌の NBI内視鏡診断」 

福岡大学筑紫病院 内視鏡部 

診療教授 八尾建史先生 

姶良地区愛胃会 

(株)エーザイ 

1.5 単位(1,2,52) 

27名（内医師 22名） 

8月 29日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「日本人に最適化した降圧療法 

のあり方を熟考する」 

—JSH2014 重要臓器に刻印された日本人の記憶－ 

川崎医科大学 腎臓・高血圧内科 

   主任教授 柏原直樹先生 

姶良地区内科医会 

第一三共(株) 

 1 単位（15,74） 

49名（内医師 34名） 

9月 5日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「糖尿病薬物治療の現状と将来 

～SGLT2阻害剤への期待と課題～」 

川崎医科大学 内科学 特任教授 加来浩平先生 

姶良地区医師会 

霧島・姶良循環器ｾﾐﾅｰ 

アステラス製薬(株) 

1.5 単位(23,76,82) 

77名（内医師 32名） 

9月 19日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「新たな糖尿病治療薬の使い方」 

宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野 

教授 中里雅光先生 

姶良地区医師会 

姶良地区糖尿病学術講演会 

田辺三菱製薬(株) 

1 単位（23,73） 

77名（内医師 32名） 

9月 24日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「新しいＣ型肝炎治療の到来 

～ついに来たインターフェロンフリー時代～」 

九州医療センター 肝臓センター 

         部長 中牟田誠先生 

姶良地区愛胃会 

霧島・姶良肝臓ﾌｫｰﾗﾑ 

ブリストルマイヤーズ(株) 

1.5 単位(13,18,27) 

30名(内医師 20名) 

9月 26日(金)午後７時～  

姶良地区医師会館 

「下部消化管の出血～対応処置～」 

鮫島病院 院長 鮫島由規則先生 

姶良地区愛胃会 

武田薬品工業(株) 

1.5 単位(15,50,53) 

35名(内医師 18名) 

10月 10日(金) 

18：45～20：00 

ホテル京セラ 

「認知症性疾患を攻める－診断と治療－」 

横浜新都市脳神経外科病院 内科 認知症センター部長 

藤田保健衛生大学 救急総合内科 

客員准教授 眞鍋雄太先生 

霧島・姶良地区認知症研究会 

姶良地区医師会 

エーザイ（株） 

1 単位(13,29) 

71名(内医師 10名) 

10月 17日(金)午後７時～  

姶良地区医師会館 

「皮膚科＠プライマリケア」 

宮崎大学医学部感覚運動医学講座皮膚科学分野 

助教 古結英樹先生 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(13,26,73) 

37名(内医師 32名) 

10月 22日(水)午後７時～  

姶良地区医師会館 
「秋季医学会」 

姶良地区医師会 

姶良地区内科医会 

姶良地区愛胃会 

1.5 単位(10,29,81) 

25名(内医師 24名) 

10月 23日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「新しい選択肢を手に入れた 

        日本の認知症治療」 

香川大学医学部 精神神経医学講座 

         教授 中村祐先生 

姶良地区医師会 

第一三共（株） 

1.5 単位(13,14,29) 

48名(内医師 17名) 

10月 29日(水) 

午後 6時 45分～ 

ホテル京セラ 

姶良・霧島地区抗凝固療法を考える会 2014 

「心房細動の血栓塞栓症予防における 

           NOACの位置づけ」 

藤元総合病院 循環器内科  

副院長 木原浩一先生 

 

姶良地区医師会 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 

1.5 単位(2,15,43) 

27名(内医師 16名) 



10月 31日(金)午後７時～  

姶良地区医師会館 

「発達障害と診断したこどもたちのその後」 

宮城県立こども病院リハビリテーション部長 

霧島市こども発達サポートセンター「あゆみ」 

           奈良隆寛先生 

姶良地区医師会 

学校医・園医会 

1.5 単位(19,34,70) 

85名(内医師 19名) 

11月 8日(土) 

午後 6時 30分～ 

姶良市姶良公民館 

医道高揚講演会 

「“竹やり”型災害医療から“リアルタイム 

データ”に基づいた災害医療への転換」 

日本医科大学付属病院 救命救急科 

         准教授 布施明先生 

姶良地区医師会 

鹿児島県医師会 

霧島市・姶良市・湧水町  

姶良保健所 

姶良郡歯科医師会 

姶良地区薬剤師会 

1.5 単位(8,9,13) 

174名(内医師 9名) 

11月 13日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「耳鼻咽喉科医からみた 

    上部消化管症状に対する漢方治療」 

せんだい耳鼻咽喉科 院長 内薗明裕先生 

姶良地区愛胃会 

(株)ツムラ 

1.5 単位(39,49,83) 

19名(内医師 15名) 

11月 17日(月)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「スウェーデンの医療、介護の現状と希望」 

    スウェーデン在住 向江康之 氏 
姶良地区医師会 

1.5 単位(7,13,80) 

31名(内医師 10名) 

11月 19日(水) 

午後 6時 30分～ 

南九州病院 

第 52回南九州病院 症例検討会 
南九州病院 

姶良地区医師会 

1.5 単位(14,62,81) 

66名(内医師 10名) 

11月 21日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「SGLT2阻害から考えるアンチエイジングを 

目指した新しい糖尿病治療」 

久留米大学医学部 糖尿病性血管合併症病態 

治療学講座 教授 山岸昌一先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区糖尿病医療連携協議会 

アストラゼネカ(株) 

1.5 単位(23,73,76) 

82名(内医師 18名) 

11月 22日(土) 

午前 11 時 30 分～午後 0 時 50 分  

国分シビックセンター 

姶良地区健康セミナー 

「夢の長寿社会～長寿社会の到来～」 

名古屋学芸大学 学長 井形昭弘先生 

姶良地区医師会 

鹿児島県医師会 

霧島市 

霧島市自殺対策検討委員会 

1.5 単位(5,10,82) 

233名 

11月 26日(水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

「インフルエンザの最近の動向」 

 福岡大学病院 総合診療部 

   部長 鍋島茂樹先生 

姶良地区医師会 

グラクソ・スミスクライン（株） 

1.5 単位(11,28,61) 

31名(内医師 22名) 

11月 27日(木)午後７時～ 

ホテル京セラ 

「ω３系不飽和脂肪酸の 

        多面的作用について」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

糖尿病・内分泌内科学 教授 西尾善彦先生 

姶良地区医師会 

武田薬品工業（株） 

1.5 単位(29,75,82) 

47名(内医師 27名) 

11月 28日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「在宅看取りを希望する利用者・ 

ご家族への支援について」 

生協訪問看護ステーションこくぶ 

         管理者 川畑たか子氏 

姶良地区医師会 

1.5 単位(5,80,81) 

102名 

(内医師 6名) 

12月 2日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 
「症例検討会」 姶良地区愛胃会 

1.5 単位(2,15,53) 

14名(内医師 12名) 

12月 11日(木)午後 6時 30分～ 

姶良地区医師会館 

 

「栄養士が在宅支援できること」 

医療法人大成会 大庭医院 

在宅訪問管理栄養士 吉永悦子氏 

「対象者にあわせた食事の作り方、選び方」 

鹿児島県栄養士会 管理栄養士 隈元羊子氏 

 

姶良地区医師会 
1.5 単位(10,13,80) 

33名(内医師 2名) 



12月 13(土)午後１時 30分～ 

姶良地区医師会館 

「小児の病状観察と対応 

～在宅での本人や母親へのかかわり方について～」 

医療法人天翔会 看護部 

鹿児島こども訪問看護ステーション 

           管理者 渡邉理恵氏 

姶良地区医師会 
2 単位(5,19,72,80)) 

34名(内医師 1名) 

12月 13日(土) 

午後 2時～午後 4時 

姶良市姶良公民館 

 

「認知症ライフサポート研修」 

認知症ライフサポートモデルの具体的な検討と多職種

協働の基盤づくりに関する研究事業ワーキング委員会 

ワーキング委員長 日本社会福祉事業大学大学院 

       特任教授 宮島 渡先生 

 

姶良地区医師会 

霧島市地域密着型 

ｻｰﾋﾞｽ事業所連合会 

あしたば会 

やったろう会 

4 単位 

(1,9,10,14 

15,19,29,78,) 

56名(内医師 8名) 

1月 23日(金) 午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「低ナトリウム血症と低カリウム血症 

飯塚病院 総合診療科 診療部長 清田雅智先生 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(16,24,67) 

30名(内医師 27名) 

2月 12日(木)午後７時～ 

霧島市立医師会医療センター 

「症例検討会」 

《レクチャー》「早期胃癌の診断と治療」 

公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 

消化器内科 部長 松田彰郎先生 

姶良地区愛胃会 

エーザイ（株） 

1.5 単位(15,21,53) 

27名(内医師 12名) 

2月 13日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「鹿児島県の医療の現状と将来」 

産業医科大学 公衆衛生学 教授 松田晋哉先生 

鹿児島県医師会 

姶良地区医師会 
215名(医師 44名) 

2月 18日(水)午後 6時 30分～ 

南九州病院 
第 53回南九州病院 症例検討会 

南九州病院 

姶良地区医師会 

1.5 単位(1,14,84) 

75名(内医師 10名) 

2月 27日(金) 午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「静脈血栓塞栓症の新たな治療戦略」 

鹿児島医療センター 第二循環器内科 

          医長 下川原裕人先生 

「心原性脳塞栓症の病態と治療戦略」 

九州大学大学院医学研究院 

  病態機能内科学 教授 北園孝成先生 

姶良地区内科医会 

第一三共（株） 

1.5 単位(42,32,75) 

76名(内医師 35名) 

2月 28日(土) 午後 2時～ 

姶良地区医師会館 

「認知症疾患医療センター症例報告」 

栗野病院認知症疾患医療センター 永田浩三先生 

松下病院     〃    吉牟田直孝先生 

姶良地区医師会 

鹿児島県認知症疾患医療センター 

1.0 単位(13,29) 

18名(内医師 18名) 

3月 6日(金) 午後７時～ 

ホテル京セラ 

「多職種で診る心不全 

―共通認識でつなぐチーム医療―」 

琉球大学大学院医学研究科 

循環器・腎臓・神経内科学 相澤直樹先生 

姶良地区医師会 

霧島・姶良循環器ｾﾐﾅ

ｰ 

アステラス製薬(株) 

1.5 単位(10,24,45) 

72名(内医師 23名) 

3月 12日(木) 午後７時～ 

ホテル京セラ 

「代謝関連肝がんの病態と予防」 

久留米大学医学部内科学講座 

消化器内科部門・消化器疾患情報講座 

          講師 川口 巧先生 

姶良地区愛胃会 

霧島・姶良肝臓フォーラム 

味の素製薬（株） 

ＭＳＤ（株） 

1.5 単位(27,75,76) 

35名(内医師 21名) 

3月 13日(金) 午後７時～ 

姶良地区医師会館 

 

「ハッピーエイジングとプライマリーケアに 

  役立つ口腔漢方医学（舌診を含めて）」 

鹿児島大学病院 口腔顎顔面センター口腔外科 診療講師 

鹿児島大学病院 漢方診療センター 副センター長 

         山口孝二郎先生 

 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(11,80,83) 

29名(内医師 13名) 



3月 18日(水) 午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「医療と安全管理」 

鹿児島大学付属病院 病院長 熊本一朗先生 

姶良地区医師会 

医師の日勉強会 

1.5 単位(5,7,8) 

15名(内医師 12名) 

3月 27日(金) 午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

「これからのてんかん治療を考える」 

鹿児島大学病院 てんかんセンター 

     センター長 花谷亮典先生 

姶良地区内科医会 

大塚製薬（株） 

UCBジャパン（株） 

1.0 単位(34,35) 

23名(内医師 7名) 

3月 30日(月) 午後７時 30 分～ 

ホテル京セラ 

「変わりゆく糖尿病治療」 

医療法人 社団陣内会 陣内病院 

        院長 陣内秀昭先生 

姶良地区医師会 

日本ベーリンガーインゲルハイム（株） 

日本イーライリリー（株） 

1.0 単位(23,76) 

33名(内医師 18名) 

 

 


