
【 平成２８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 9日(土) 

午後 1時～午後 4時 

姶良市加音ホール(小ホール) 

 

姶良地区市民公開講座 

『痛みからの解放～ペインクリニック～』 

座長：鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 麻酔科 

       教授 上村裕一先生 

｢痛み治療の最前線～ペインクリニックとは～｣ 
田代章吾先生 

「急な痛みから長引く痛みまで～神経ブロックの治療～」 
大納哲也先生 

「治りにくい痛みの時に～先進治療：脊髄刺激療法など～」 
清永夏絵先生 

「いろいろな痛みに効く漢方治療」 

園田拓郎先生 

姶良地区医師会 

（株）エーエムアイ研究所 

オーベクス（株） 

3 単位 

(15,19,59, 

 60,73,83) 

350名(内医師 12名) 

４月 28日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 505回姶良地区愛胃会 

「症例検討会・総会」 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

1.5 単位(15,19,54) 

14名(医師) 

5月 18 日(水) 

午後 6時 30 分～午後 8時 

南九州病院 大会議室 

第 59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(6,14,81) 

71名(内医師 24名) 

5月 20日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

姶良地区医師会春季医学会 

「うつ状態およびうつ病の人たちから得た教訓」 

―ストレスチェック制度および司法精神鑑定の経験を通してー 

鹿児島大学医学部保健学科作業療法専攻 

臨床作業療法学講座 教授 赤崎安昭先生 

姶良地区医師会 

春季医学会 

姶良地区内科医会 

1.5 単位(11,69,70) 

38名(内医師 35名) 

5月 23日(月)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 451回姶良地区内科医会 

「フレイルと高齢者糖尿病の管理」 

九州大学大学院医学研究院  

先端医療学部門 老年医学 

         講師 大中佳三先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

姶良地区糖尿病医療連携協議会 

姶良地区歯科医師会 

姶良地区薬剤師会 

田辺三菱製薬（株） 

第一三共（株） 

1.0 単位(22,76) 

109名(内医師 39名) 

天候不良による航空便 
欠航の為、中止 

5月 27 日(金) 

午後７時 15分～午後８時 30分 

ホテル京セラ 

抗凝固療法医療連携カンファレンス 霧島･姶良 

「抗凝固療法を支えるもの」 

帝京大学医学部溝口病院 第四内科 

教授 村川裕二先生 

姶良地区医師会 

バイエル薬品 
1.0 単位(12,63) 

5月 31日(火) 午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 506回姶良地区愛胃会 

「酸関連疾患への新しい戦略 

       ～治療から再発抑制～」 

洛和会音羽病院 消化器病センター所長 

            蘆田 潔先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

武田薬品工業（株） 

大塚製薬（株） 

1.0 単位(21,52) 

28名(内医師 20名) 

6月 14日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

高齢者の抗血栓療法を考える会 

「寝たきりにさせないために 

心原性脳塞栓症をいかに防ぐか！ 

-国産 DOACのチャレンジ:日本から世界へ-」 

済生会熊本病院心臓血管センター 循環器内科 

不整脈先端治療部門 最高技術顧問 奥村謙先生 

姶良地区医師会 

第一三共(株) 

1.0 単位(19,43) 

23名(内医師 16名) 



6月 28日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 71回学校医・園医会 

「運動器検診と子どものロコモ」 

医療法人優和会 増田整形外科病院 

        理事長 増田吉彦先生 

姶良地区医師会 

学校医・園医会 

1.5 単位(19,61,62) 

15名(内医師 10名) 

6月 29日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 507回姶良地区愛胃会 

「当院における潰瘍性大腸炎に対する 

外科的治療の現況」 

公益財団法人慈愛会 今村病院分院 

消化器外科 主任部長 中馬 豊先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

1.5 単位(22,50,53) 

11名(内医師 9名) 

7月 3日(日) 

午前 8時 45分～午後 5時 50分 

7月 10日(日) 

午前 8時 45 分～午後 6時 

南九州病院 

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 

両日 7単位 

(1,2,7,10,11,15,18,19,

21,32,59,60,80,81) 

(4,5,7,12,13,20,45,51,

54,69,70) 

7名(医師) 

7月 8日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 279回医師の日勉強会 

「結核について～結核診断の問題点～」 

国立病院機構南九州病院 副院長 川畑政治先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(8,11,46) 

33名(内医師 28名) 

7月 20 日(水) 

午後 6時 30分～ 

南九州病院 大会議室 

第 60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(10,47,84) 

58名(内医師 12名) 

7月 29日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 508回姶良地区愛胃会 

「腹腔鏡下手術の現況」 

医療法人回生会 生駒外科医院  

院長 生駒 明先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

1.5 単位(21,22,53) 

15名(内医師 14名) 

8月 9日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 509回姶良地区愛胃会 

「ストレス反応に対する漢方治療について」 

鹿児島大学離島へき地医療人育成センター 

漢方診療センター・心身医療科 

       特任助教 網谷 真理恵先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

（株）ツムラ 

1.5 単位(30,69,83) 

19名(内医師 17名) 

9月 3日(土) 

午後 2時～午後 6時 

姶良地区医師会館 

平成 28 年度かかりつけ医認知症対応力向上研修会 

鹿児島県認知症疾患医療センター 
(栗野病院･松下病院) 

姶良地区医師会 

伊佐市医師会 

3.5 単位 

(1,4,6,10,13,15,29) 

27名(内医師 27名) 

9月 16 日(金) 

午後 7時～午後 8時 30分 

ホテル京セラ 

第 24回「霧島・姶良循環器セミナー」 

「PCI患者の予後改善のために 

～脂質介入への新たな挑戦～」 

医療法人社団高邦会福岡山王病院 

循環器センター長 横井宏佳先生 

(後)姶良地区医師会 

アステラス製薬(株) 

1 単位(73,75) 

28名(内医師 18名) 

9月 20日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 452回姶良地区内科医会 

「高齢者の吸入薬 

エアロゾルかドライパウダーか？」 

医療法人恵友会 霧ケ丘つだ病院 

 院長 津田 徹 先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

杏林製薬（株） 

1 単位(46,79) 

27名(内医師 20名) 

9月 28 日(水) 

午後 6時 30分～ 

南九州病院 大会議室 

第 61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(6,72,84) 

70名(内医師 6名) 



10月 4日(火)午後７時～ 

ホテル京セラ 

 

台風の接近のため 

12月 5 日へ延期 

「発達が凸凹なこどもたちに 

大人ができること」 

宮城県立こども病院  

発達診療科長兼医療技術部門長 

奈良隆寛 先生 

姶良地区医師会 

姶良地区歯科医師会 

姶良地区薬剤師会 

霧島市、姶良市 

湧水町、姶良保健所 

1.5 単位(5,10,72) 

10月 7日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 510回姶良地区愛胃会 

「多発性嚢胞腎（ADPKD）の病態と治療」 

鹿児島大学病院 腎臓内科 

助教 徳永公紀先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

大塚製薬(株) 

1 単位(24,66) 

19名(内医師 16名) 

10月 14日(金)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

臨床医のための 

高齢者 Total Care Management Seminar」 

姶良地区医師会 

姶良地区薬剤師会 

第一三共(株) 

1 単位(29,62) 

17名(内医師 14名) 

10月 19日（水)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 453回姶良地区内科医会 

「慢性腎臓病に対する新たなる降圧治療戦略

～ARB の腎保護効果と降圧効果を再考する～」 

日本大学 腎臓高血圧内分泌内科 

主任教授 阿部雅紀先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

第一三共（株） 

1 単位(24,74) 

48名(内医師 14名) 

10月 19日(水) 

午後 7時～午後 8時 30分 

ホテル京セラ 

第 49回霧島・姶良肝臓フォーラム 

「C型肝炎は全例治癒の時代へ」 

久留米大学医学部 内科学講座消化器内科部門 

准教授 井出達也先生 

姶良地区医師会 

ｷﾞﾘｱﾄﾞ･ｻｲｴﾝｼｽﾞ(株) 

1 単位(73,13) 

35名(内医師 23名) 

10月 26日（水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

「小児外科臨床のすべて」 

霧島市立医師会医療センター  

小児外科 連 利博先生 

姶良地区医師会 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

1 単位(19,54,72) 

74名(内医師 22名) 

10月 28日（金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

秋季医学会  

会員より口演９題 

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(1,15,19) 

30名(内医師 29名) 

11月 11日(金) 

午後 7時 15分～午後 8時 30分 

ホテル京セラ 

抗凝固療法医療連携カンファレンス霧島･姶良 

「抗凝固療法を支えるもの」 

帝京大学医学部溝口病院 第四内科 

教授 村川裕二先生 

姶良地区医師会 

バイエル薬品 

1 単位(12,63) 

28名(内医師 23名) 

11月 14日(月)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

第 455回姶良地区内科医会 

「糖尿病患者さんとの医療面接のコツ 

－コーチングと栄養看護外来－」 

佐世保中央病院 糖尿病センター長 

松本一成先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

姶良地区糖尿病医療連携協議会 

姶良地区歯科医師会 

姶良地区薬剤師会 

鹿児島県病院薬剤師会 

日本ｲｰﾗｲﾘﾘｰ(株) 

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 

1.5 単位(4,10,76) 

116 名(内医師 26名) 

11月 15日(火)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

高齢者の抗血栓療法を考える会 

「心房細動の最新治療 

～エドキサバンの有用性とアブレーションの進歩～」 

姶良地区医師会 

姶良地区薬剤師会 

第一三共(株) 

1 単位(43,45) 

22名(内医師 13名) 

11月 17日(木)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

「最近の酸関連疾患の考え方について 

～特に新たな薬剤に対する期待～」 

霧島市立医師会医療センター 副院長 

消化器病センター長 重田浩一朗先生 

姶良地区医師会 

武田薬品工業（株） 

大塚製薬(株) 

1.5 単位(21,50,52) 

56名 



11月 18日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 512回姶良地区愛胃会 

「ヘリコバクター・ピロリ陰性時代の 

酸関連疾患を考える」 

済生会福岡総合病院 消化器内科 

主任部長 吉村大輔先生 

姶良地区愛胃会 

姶良地区医師会 

第一三共（株） 

ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ（株） 

1.5 単位(11,15,52) 

27名(内医師 22名) 

11月 25日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 456回姶良地区内科医会 

「心不全の在宅治療－最後まで家で診るには－」 

東京女子医科大学 循環器内科 講師 

ゆみのハートクリニック 院長 弓野 大先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

第一三共（株） 

1 単位(45,80) 

48名(内医師 19名) 

11月 28日(月) 

午後 7時 15分～午後 8時 30分 

ホテル京セラ 

循環器疾患カンファレンスｉｎ姶良 

「冠動脈疾患再発予防では、 

なぜ厳格な資質管理が必要なのか？」 

熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 

教授 辻田賢一先生 

姶良地区医師会 

ＭＳＤ(株) 

バイエル薬品(株) 

1 単位(42,75) 

17名(内医師 16名) 

11月 29日(火) 

午後 7時 20分～午後 8時 30分 

ホテル京セラ 

霧島・姶良地区 抗凝固療法を考える会 2016 

「抗凝固療法の最近の知見（仮）」 

九州大学大学院医学研究院 病院機能内科学 

講師 黒田淳哉先生 

姶良地区医師会 

日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株) 

1 単位(43,50) 

26名(内医師 19名) 

12月 5日(月) 

午後 1時 15分～午後 4時 15分 

姶良･伊佐地域振興局霧島庁舎 

(姶良保健所) 

平成２８年度大規模災害時健康危機管理研修会 

「大規模災害時における 

公衆衛生活動(DHEAT)について」 

姶良･伊佐地域振興局 
保健福祉環境部長 揚松龍治先生 

「東日本大震災と熊本地震から学ぶ日本の災害医療」 

米盛病院 副院長 冨岡譲二先生 

姶良地区医師会 

伊佐市医師会 
 

姶良･伊佐地域振興局 
保健福祉環境部 

1.5 単位(8,10,14) 

116名 

12月 5日(月)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

｢発達が凸凹なこどもたちに大人ができること｣ 

宮城県立こども病院  

発達診療科長兼医療技術部門長 

奈良隆寛 先生 

姶良地区医師会 

姶良地区歯科医師会 

姶良地区薬剤師会 

霧島市、姶良市 

湧水町、姶良保健所 

1.5 単位(5,10,72) 

211名 

12月 8日(木)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

姶良地区感染症連携セミナー 

「呼吸器感染症の診断と治療戦略 

～インフルエンザを中心に～」 

長崎大学大学院医歯学総合研究科  

病態解析・診断学分野 教授 柳原克紀先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位(8,28) 

 

12月 16日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 513回姶良地区愛胃会 

症例検討会 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位(5,10,72) 

15名(内医師 13名) 

1月 7日(土)午後 2時～ 

姶良地区医師会館 

かかりつけ医認知症対応力向上 
フォローアップ研修会 

「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 永田智行先生 
松下病院 認知症疾患医療センター 吉牟田直孝先生 

鹿児島県認知症疾患
医療センター 
姶良地区医師会 

1単位(12,13) 

12名(内医師 12名) 

1月 17日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 457回姶良地区内科医会 

「不眠症の非薬物療法と薬物療法」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

精神機能病学分野 准教授 中村雅之先生 

姶良地区内科医会 

姶良地区医師会 

(株)エーザイ 

1単位(20,69) 

37名(内医師 31名) 



1月 19日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 281回医師の日勉強会 

「胸部Ｘ線写真の読影 

～読影の注意点･胸部ＣＴとの対比 自験例を中心に～」 

国立病院機構 南九州病院 

放射線科医長 大熊一彰先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(15,42,46) 

34名(内医師 32名) 

1月 22日(日)午後１時～ 

姶良地区医師会館 

医療・介護ネットワーク整備事業研修会 

「自宅で安心して暮らし続けるために 

～ICTがもたらす医療と介護の連携革命～」 

医療法人社団医輝会 東郷医院 

      理事長 東郷清児先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(4,13,81) 

30名(内医師 7名) 

1月 27日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 514回姶良地区愛胃会 

「ＥＳＤ時代の胃癌の診断と治療」 

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 
姶良地区医師会 
ＥＡファーマ(株) 

1.5 単位(7,21,51) 

27名(内医師 25名) 

1月 31 日(火) 

午後７時 40分～午後８時 40分 

姶良保健所 会議室 

姶良・伊佐地区ＣＫＤ治療を考える会 

「ＣＫＤの診断・治療とＣＫＤ予防ネットワーク

について 

～登録医（かかりつけ医）と腎臓診療医の役割～」 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 

腎臓・泌尿器センター 腎臓内科 

           助教 徳永公紀先生 

姶良地区医師会 
伊佐市医師会 
中外製薬（株） 

1単位(24,64) 

71名(内医師 36名) 

2月 14日(火)午後７時～ 

かごしま空港ﾎﾃﾙ 

Diabetes Seminar２０１７ 

「腎機能を考慮した糖尿病治療」 

大阪市立大学大学院医学研究科 

代謝内分泌病態内科学 講師 森 克仁先生 

姶良地区医師会 
田辺三菱製薬(株) 
第一三共(株) 

1単位(24,76) 

39名(内医師 18名) 

2月 17日(金)午後７時～ 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ 

第 282回医師の日勉強会 

「医師臨床研修制度および 

専門医制度の現状と将来」 

国立国際医療研究センター 医療教育部門  

部門長 村岡 亮先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(1,2,7) 

27名(内医師 20名) 

3月 3日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 515回姶良地区愛胃会 

「経鼻内視鏡で診察できる耳鼻咽喉科疾患(仮)」 

独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 

耳鼻咽喉科 医長 西元謙吾先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位(40,41,49) 

22名(内医師 21名) 

3月 14日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 516回姶良地区愛胃会 

第２回霧島・姶良肝疾患セミナー 

「肝癌の内科的治療最前線」 

鹿児島大学病院 肝疾患相談センター 

特任講師 玉井 努先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
ＥＡファーマ(株) 

1.5 単位(18,27,73) 

24名(内医師 18名) 

3月 16日(木)午後７時～ 

国分シビックセンター 

多目的ホール 

平成 28年度姶良地区医療協議会第２回研修会 

内容「三師会よりそれぞれ２０分間の講演」 

姶良地区医師会 
姶良地区歯科医師会 
姶良地区薬剤師会 
霧島市、姶良市 

湧水町、姶良保健所 

1.5 単位(11,13,76) 

109 名(内医師 11 名) 

3月 23 日(木) 

午後 6時 50分～ 

かごしま空港ホテル 

第 18回霧島・姶良地区認知症研究会 

「認知症の睡眠障害」 

名古屋大学大学院医学系研究科 

睡眠医学寄附講座 講師 藤城弘樹先生 

姶良地区医師会 
霧島姶良地区認知症研究会 

エーザイ(株) 

1 単位(29) 

57名(内医師 13名) 



3月 24 日(金) 

午後７時 30分～ 

いきいきセンター くりの郷 

姶良伊佐地区認知症連携フォーラム 

「認知症医療の目指すもの～生活習慣との関連～」 

九州大学大学院医学研究院 精神病態医学 

講師 小原知之先生 

姶良地区医師会 
伊佐市医師会 
第一三共(株) 

1 単位(29,82) 

22名(内医師 9名) 

3月 25 日(土) 

午後 2時 30分～午後 4時 30分 

隼人農村環境改善センター 

（交流会：姶良地区医師会館） 

在宅医療・介護・福祉研修会、交流会 

講演Ⅰ「病院と地域を結ぶ 

医科歯科連携・多職種連携について 

～熊本機能病院 訪問歯科連携ｾﾝﾀｰの取組～」 

医療法人社団寿量会熊本機能病院 

訪問歯科連携センター 室長 古川由美子先生 

講演Ⅱ「歯周病と全身の健康について」 

姶良地区歯科医師会 専務理事 谷口拓郎先生 

姶良地区医師会 
姶良地区歯科医師会
姶良地区薬剤師会 
姶良伊佐地域振興局 

2 単位(11,13,80,82) 

72名(内医師 8名) 

3月 28日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 74回学校医・園医会 

「小児の腎疾患」 

帖佐こどもクリニック 院長 永迫博信先生 

姶良地区医師会 
学校医・園医会 

1.5 単位(11,24,64) 

23名(内医師 13名) 

3月 30日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 282回医師の日勉強会 

「おさえておきたい生薬の知識」 

厚仁堂薬局 薬剤師 前村 勉先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(2,15,83) 

34名(内医師 17名) 

    


