
 【 平成２９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 14日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

脳関連疾患研究会 

「新しい抗てんかん薬｢ラコサミド｣について」 

田中脳神経外科クリニック 院長 田中滋也先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1.5 単位(29,32,35) 

13名(内医師 10名) 

4月 18日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 458回姶良地区内科医会 

「糖尿病治療 医療連携について」 

鹿児島大学大学院 糖尿病・内分泌内科学 

助教 出口尚寿先生 

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 

アステラス製薬(株) 
ＭＳＤ(株) 

1 単位(13,76) 

104名 

(内医師 34名) 

4月 20日(木)午後７時～ 

ホテル京セラ 

高齢者の抗血栓療法を考える会 

「高齢者心房細動のトータルケア」 

独立行政法人国立病院機構 

大阪医療センター 院長 是恒之宏先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位(24,43) 

18名(内医師 11名) 

4月 27日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 517回姶良地区愛胃会 

｢周術期医科歯科連携から感じた口腔管理の重要性 

～鹿児島市･奄美市･姶良市での経験より～｣ 

独立医療法人国立病院機構 南九州病院 

外科部長 小倉芳人先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位(10,15,47) 

29名(内医師 12名) 

5月 18日(木)午後７時～ 

ホテル京セラ 

高齢者の抗血栓療法を考える会 

「第 3の死因、thromboembolism、を考える」 

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 

姶良地区医師会 
第一三共（株） 

1 単位(19,34) 

18名(内医師 10名) 

5月 22日(月)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 518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(18,22,52) 

16名(内医師 14名) 

5月 24日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

平成 29年度春季医学会 

「造血器腫瘍治療の進歩とプライマリーケア」

鹿児島大学病院 血液・膠原病内科 

教授 石塚賢治先生 

姶良地区医師会 
姶良地区内科医会 

1.5 単位(15,22,40) 

25名(内医師 22名) 

5月 26日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

姶良地区医師会学術講演会 

「保存期腎性貧血について」 

医療法人社団慈晟会 立花クリニック 

院長 島田憲明先生 

姶良地区医師会 
協和発酵キリン(株) 

1 単位(24,73) 

78名(内医師 29名) 

6月 1日(木)午後７時～ 

霧島市立医師会医療センター 

姶良地区消化器疾患治療連携セミナー 

「逆流性食道炎における最新の知見 

～PPI抵抗性 GERDをふまえて～」 

国立国際医療研究センター病院 

消化器内科 診療科長 秋山純一先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

アストラゼネカ(株) 

1.5 単位(15,21,52) 

34名(内医師 22名) 

6月 8日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 519回姶良地区愛胃会 

「便通異常治療の最新アプローチ」 

医療法人ロコメディカル江口病院 副院長 

国立大学法人佐賀大学医学部 非常勤講師 

岩切龍一先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

アステラス製薬(株) 

1 単位(21,54) 

22名(内医師 15名) 



6月 22日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 285回医師の日勉強会 

｢ＣＫＤ予防ネットワーク 腎臓にやさしい食事 

“保健師さん、栄養士さん出番です”」 

公益社団法人鹿児島県栄養士会 大山律子先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(11,24,82) 

41名(内医師 11名) 

6月 30日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

第 25回霧島・姶良循環器セミナー 

「心不全の診断と治療-身体所見を中心に-」 

医療法人社団 倫生会 みどり病院 

           院長 室生 卓先生 

姶良地区医師会 
アステラス製薬(株) 

1 単位 (45,76) 

56名(内医師 30名) 

7月 3日(月)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 75回学校医・園医会 

「フッ化物洗口の誤解と真実」 

公益社団法人姶良地区歯科医師会 

霧島市支部幹事 宮川尚之先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位 (11,47,49) 

47名(内医師 10名) 

7月 5日(水)午後７時～ 

南九州病院 

肺がんチーム医療セミナーin Aira 

「Rash Managementのポイント」 

熊本中央病院 がん化学療法看護認定看護師 

野中由美子先生 

「Rash Managementパスの現状」 

熊本中央病院 薬局 堀尾美世先生 

「当院における肺癌チーム医療～肺癌診療ガ

イドラインの改定（2016年）を含めて～」 

熊本中央病院 腫瘍内科 部長 牛島 淳先生 

姶良地区医師会 
南九州病院 

中外製薬(株) 

1 単位 (10,26) 

50名(内医師 12名) 

7月 12日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

臨床医のための静脈血栓症治療勉強会 

「Cancer VTEの管理について」 

大阪大学大学院医学系 研究科 消化器科学 

学部内講師 助教 畑 泰司先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (22,50) 

24名 

7月 16日(日) 

午前 8時 45分～午後 5時 50分 

7月 17日(月・祝日) 

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 

(1,2,4,11,15,18,19,21,

32,59,60,80,81) 

(4,5,6,12,13,20,45,51,

54,69,70)  

15名(内医師 8名) 

7月 18日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 460回姶良地区内科医会 

「認知症診療における骨粗鬆症治療の重要性 

～寝たきり認知症を防ぐために～」 

大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科 

診療教授 吉岩あおい先生 

姶良地区内科医会 
姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位(29,77) 

35名(内医師 16名) 

7月 19日(水)午後６時３０分～ 

南九州病院 大会議室 
第 64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 (6,14,49) 

52名(内医師 13名) 

7月 21日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 520回姶良地区愛胃会 

「ＩgＧ４関連疾患・自己免疫性膵炎について」 

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 田ノ上史郎先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位 (51,53,59) 

10名(内医師 10名) 



8月 18日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 461回姶良地区内科医会 

「糖尿病診療よもやま話： 

食事、薬剤、低血糖、フレイル」 

福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科 

教授 柳瀬俊彦先生 

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 

ＭＳＤ(株) 

1 単位(23,26) 

71名(内医師 20名) 

8月 24日(木)午後７時～ 

ホテル京セラ 

姶良地区脳心連関研究会 

「高齢者における抗凝固療法の現状と問題点」 

 病院機構 鹿児島医療センター 

脳血管内科 医長 松岡秀樹先生 

「心房細動治療イノベーション： 

生命予後改善と寝たきり防止を目指して」 

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 
姶良地区薬剤師会 
第一三共(株) 

1.5 単位 (19,45,78) 

45名(内医師 11名) 

8月 29日(火)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 521回姶良地区愛胃会 

講演１｢当院における消化器疾患治療について｣ 

霧島市立医師会医療ｾﾝﾀｰ消化器内科 医長 杉田 浩先生 

講演２「逆流性食道炎 Up To Date」 

順天堂大学医学部附属静岡病院 消化器内科 

教授 永原章仁先生 

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) 

1.5 単位 (21,52,53) 

53名(内医師 32名) 

9月 2日(土)午後２時～ 

霧島市国分公民館 

平成２９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 

(1,4,6,12,13,15,29) 

10名(内医師 10名) 

9月 8日(金)午後５時～ 

霧島市立医師会医療センター 

医療安全研修 

｢原子力災害と医療人 

-チェルノブイリと福島の経験から-｣ 

国立大学法人長崎大学 理事･副学長 山下俊一先生 

姶良地区医師会 
霧島市立医師会医療センター 

1単位（7,14） 

162名(内医師 16名) 

9月 8日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

循環器疾患の連携を考える会 

｢心房細動のトータルマネジメント｣ 

近畿大学医学部附属病院 心臓血管センター 

教授 栗田隆志先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1単位（12,43） 

23名(内医師 12名) 

9月 21日(木) 午後６時３０分～ 

南九州病院 大会議室 
第 65回南九州病院症例検討会 

南九州病院 
姶良地区医師会 

1 単位 (35,72,80) 

81名(内医師 10名) 

9月 22日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 462回姶良地区内科医会 

「求められる高血圧薬物療法の量と質  

～ACE2/Ang(1-7)系の新展開～」 

医療法人渓仁会 札幌西円山病院 

院長 浦 信行先生 

姶良地区内科医会 
姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (30,53) 

19名(内医師 8名) 

9月 27日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 286回医師の日勉強会 

「心電図の読み方」 

鹿児島医療ｾﾝﾀｰ 第二循環器内科 医長 塗木徳人先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位 (42,43,74) 

43名(内医師 23名) 

9月 29 日(金) 

午後 7時 20分～ 

ホテル京セラ 

プライマリーケア学術講演会～高血圧と糖尿病～ 

「２型糖尿病を進行させないために必要なこと」

坂出市立病院 糖尿病内科  

部長 大工原裕之先生 

姶良地区医師会 
田辺三菱製薬(株) 
第一三共(株) 

1 単位 (74,76) 

23名(内医師 20名) 



10月 13日(金)午後７時～ 

ホテル京セラ 

姶良・霧島抗凝固療法講演会 

｢実臨床における DOACのベネフィット 

～ﾘｱﾙﾜｰﾙﾄﾞｴﾋﾞﾃﾞﾝｽは我々に何を教えてくれるのか～｣ 

埼玉医科大学国際医療センター 神経内科 

特任教授 棚橋紀夫先生 

姶良地区医師会 
バイエル薬品(株) 

1単位（74,78） 

14名(内医師 7名) 

10月 17日(火)午後７時～ 

ホテル京セラ 

特別講演会 

｢鹿児島大学心臓血管･消化器外科における 

最近のトピックス｣ 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

心臓血管･消化器外科学 教授 井本 浩先生 

｢消化器癌の治療の現状と展望｣ 

鹿児島大学病院 病院長 兼 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

消化器･乳腺甲状腺外科学 教授 夏越祥次先生 

姶良地区医師会 
霧島市立医師会医療センター 

1単位（42,53） 

123名(内医師 45名) 

10月 18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 

2 単位 (8,30,57,82) 

45名(内医師 36名) 

10月 27日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 523回姶良地区愛胃会 

「潰瘍性大腸炎の診療のポイント」 

宮崎大学医学部内科学講座消化器血液学分野 

          講師 山本章二朗先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
杏林製薬(株) 

1.5 単位 (53,54,61) 

28名(内医師 17名) 

11月 1日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

肝疾患と糖尿病代謝セミナー 

｢健診データから脂肪肝と 

C型慢性肝疾患治療を考える｣ 

医療法人社団晴緑会 宮崎医療センター病院 

副院長 兼 消化器･肝臓病センター長 宇都浩文先生 

姶良地区医師会 
ＭＳＤ(株) 

1単位（12,73） 

12名(内医師 9名) 

11月 8日(水)午後７時～ 

ホテル京セラ 

Kirishima Diabetes Academy2017 

｢新時代の糖尿病治療について｣ 

霧島市立医師会医療センター  

糖尿病内科 菊池 晃先生 

「メトホルミン低用量 1日 1回投与と 
DPP-4阻害剤の組み合わせ 

～アログリプチン安息香酸塩／メトホルミン 
塩酸塩配合錠の位置づけを含めて～」 

東邦大学医療センター佐倉病院 

糖尿病･内分泌･代謝内科 助教 大平征宏先生 

姶良地区医師会 
武田工業薬品(株) 

1単位（10,76） 

43名(内医師 18名) 

11月 14日(火)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

第 464回姶良地区内科医会 

「ＣＫＤの治療戦略を考える 

～糖尿病性腎症を中心に～」 

長崎大学病院腎臓内科 教授 西野友哉先生 

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単位（24,76） 

106名 

(内医師 37名) 

11 月 16 日(木) 午後６時３０分～ 

南九州病院 大会議室 
第 66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 (4,19,84) 

43名(内医師 8名) 

11月 17日(金)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

脂質異常症セミナー in 姶良・霧島 

「スタチン時代における急性冠症候群の 

脂質異常症管理を再考する」 

久留米大学医学部内科学講座 

心臓･血管内科部門 主任教授 福本義弘先生 

姶良地区医師会 
ＭＳＤ(株) 

バイエル薬品(株) 

1 単位 (75,42) 

39名(内医師 10名) 



11月 22日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 288回医師の日勉強会 

「骨粗鬆症の治療戦略」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

整形外科学分野 助教 冨永博之先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位 (19,59,60) 

12名(内医師 9名) 

11月 28日(火)午後７時～ 

ホテル京セラ 

霧島・姶良地区 抗凝固療法を考える会 2017 

「抗凝固療法最近の話題(仮)」 

独立行政法人国立病院機構・鹿児島医療センター 

医長・脳卒中センター長 松岡秀樹先生 

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) 

17名(内医師 8名) 

11月 29日(水)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 524回姶良地区愛胃会 

「高齢者医療における漢方治療 

～認知症の周辺症状を中心に～」 

けいめい記念病院 脳神経外科 副院長 岡原一徳先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
(株)ツムラ 

1.5 単位 (20,21,83) 

24名(内医師 14名) 

11月 30日(木)午後７時～ 

かごしま空港ホテル 

デノスマブ効能効果追加記念講演会 

①「関節リウマチと破骨細胞」 

鹿児島大学病院 血液･膠原病内科 

診療講師 秋元正樹 先生 

②「骨粗鬆症治療の新展開」 

国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 

整形外科 部長 馬渡太郎先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (61,77) 

32名(内医師 12名) 

12月 4日(月)午後７時 30分～ 

ホテル京セラ 

姶良地区 Winter Seminar 

「インフルエンザの最新情報 

～2017-18シーズンにむけて～」 

日本臨床内科医会 インフルエンザ研究班 

 池松秀之先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

0.5 単位 (28) 

25名(内医師 17名) 

12月 8日(金)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 289回医師の日勉強会 

「心療内科受診患者の副腎皮質異常について 

～過去７年間の後方視的調査から～」 

まなべ内科クリニック 院長 真辺 豊先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位 (20,69,70) 

13名(内医師 12名) 

12月 10日(日) 

午後 1時 30 分～午後 4時 

姶良市姶良公民館 

平成 29 年度(公社)鹿児島県栄養士会県民公開講座 

講演Ⅰ「大きく進歩した糖尿病治療」 

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 

講演Ⅱ「糖尿病を予防するための食生活」 

 公益社団法人鹿児島県栄養士会 

理事 中尾矢央子 氏 

フリートーク「糖尿病予防と食生活」 

姶良地区医師会 
鹿児島県栄養士会 
姶良市･鹿児島県 

 

12月 14日(木)午後７時～ 

姶良地区医師会館 

第 525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 (15,22,59) 

11名(内医師 10名) 

12月 20日(水)午後７時 20分～ 

ホテル京セラ 

高齢者の抗血栓療法を考える会 

「抗凝固療法の神話と真実 

～病診･診診連携に関わる問題も含めて～」 

横浜市立大学付属病院 循環器内科 

教授 石川利之先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (12,43) 

21名(内医師 12名) 



1月 6日(土)午後 3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 

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 

1 単位 (12,13) 

17名(内医師 17名) 

1月 12日(金)午後 6時 30分～ 

南九州病院 

南九州緩和ケアセミナー 

｢南九州病院緩和ケア棟の現状と課題｣ 

南九州病院 看護師 久永真由美氏 

｢ホスピス･緩和ケア病棟と在宅ケア～地域を結ぶ～｣ 

独立行政法人国立病院機構 豊橋医療センター 

副院長 佐藤 健先生 

姶良地区医師会 
南九州病院 

塩野義製薬(株) 

1 単位 (12,81) 

60名(内医師 7名) 

1月 17日(水)午後７時 30分～ 

南九州病院 大会議室 

1月 23日(火)午後７時 30分～ 

霧島市立医師会医療センター 

第 76回学校医・園医会 

「これって正しい？ 

食物アレルギーの生活管理指導表」 

鹿児島県医師会 
学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)小委員会 委員 

医療法人元洋会 あおぞら小児科 

院長 立元千帆先生 

姶良地区医師会 

1.5 単位 (11,16,45) 

1/17 

27名(内医師 17名） 

1/23  

26名(内医師 13名) 

1月 18日(木)午後７時 10分～ 

かごしま空港ホテル 

あいらトータルケアセミナー 

「心房細動と認知症 

～超高齢社会における脳梗塞･認知症予防戦略～」 

横浜総合病院 臨床研究センター 

センター長 長田 乾先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (24,29) 

21名(内医師 11名) 

1月 25日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第５２６回姶良地区愛胃会 

①症例検討会 

霧島市立医師会医療センター 

②ﾚｸﾁｬｰ「食道ＥＳＤの有用性と長期予後」 

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 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
ＥＡファーマ(株) 

1.5 単位 (21,49,50) 

17名(内医師 14名) 

2月 2日(金)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

第 26回霧島・姶良循環器セミナー 

「高齢者心不全チーム医療の最前線」 

兵庫県尼崎総合医療センター 循環器内科 

部長 佐藤幸人先生 

姶良地区医師会 
アステラス製薬(株) 

1 単位 (10,45) 

45名(内医師 17名) 

2月 3日(土)午後 2時 30分～ 

隼人農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

平成２９年度在宅医療・介護・福祉研修会、交流会 

「ＩＣＴを活用した（キュア・）ケア志向の 

在宅医療における多職種連携」 

医療法人ナカノ会ナカノ在宅医療クリニック 

           院長 中野一司先生 

「当院における医療・介護連携について」 

医療法人恵迪舎 吉満内科クリニック  

院長 吉満 彰先生 

姶良地区医師会 

姶良地区歯科医師会

姶良地区薬剤師会 

1 単位 (10,13,80) 

143名(内医師 9名) 

2月 4日(日)午後 2時～ 

かごしま空港ホテル 

姶良地区市民公開講座 

「発達障害のこどもたちの診断と支援」 

宮城県立こども病院 発達障害科 科長 

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 
伊佐市医師会 
霧島市・姶良市 
湧水町・伊佐市 

1.5 単位 (4,15,72) 

280名(内医師 4名) 



2月 9日(金)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

平成２９年度姶良地区三師会学会 

「薬剤耐性（ＡＭＲ）対策について」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 

感染防御学講座 微生物学分野 教授 西 順一郎先生 

姶良地区医師会 
姶良地区歯科医師会
姶良地区薬剤師会 

1.5 単位 (7,8,28) 

51名(内医師 12名) 

2月 23日(金)午後７時 30分～ 

あいらの森ホスピタル 

第３回姶良伊佐地区認知症連携フォーラム 

「アルツハイマー病治療の現状と認知症疾患

医療センターの活動の紹介」 

順天堂大学医学部附属順天堂医院  

メンタルクリニック 准教授 柴田展人先生 

姶良地区医師会 
伊佐市医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (13,29) 

37名(内医師 12名) 

3月 8日(木)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

あいら骨マネジメントセミナー 

学校法人近畿大学 近畿大学医学部奈良病院 

整形外科･リウマチ科 教授 宗圓 聰先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1 単位 (60,77) 

26名(内医師 11名) 

3月 10日(土)午後 3時～ 

隼人農村環境改善ｾﾝﾀｰ 

地域医療構想 特別講演会 

「診療報酬・介護報酬改定と地域医療構想」 

内閣府大臣官房審議官 

(経済財政運営担当・経済社会システム担当) 

大島一博氏 

姶良地区医師会 
姶良・伊佐地域振興局   

保健福祉環境部 

2単位 (9,10,12,13) 

150 名(内医師 22 名) 

3月 15日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 527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 単位 (7,12) 

7 名(内医師 6 名) 

3月 15日(水)午後７時～ 

南九州病院 
第 67回南九州病院症例検討会 

姶良地区医師会 
南九州病院 

1.5 単位 (26,45,84) 

44 名(内医師 10 名) 

3月 29日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 528回姶良地区愛胃会 

「使える･･･かな『消化管エコー』」 

霧島市立医師会医療センター 

医療技術部長 平賀真雄氏 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位 (21,50,54) 

39 名(内医師 18 名) 

 


