
 【 平成３０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 20日(金)午後 7時～ 

南九州病院 大会議室 

第 290回医師の日勉強会 

「胸部ＣＴの読影 

～読影の注意点・自験例を中心に～」 

独立行政法人南九州病院 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) 

33名(内医師 20名) 

4月 21 日(土)  

午後 1時～午後 4時 

国分シビックセンター多目的ホール 

姶良地区市民公開講座 

『痛みからの解放 

～ペインクリニックで痛みに勝つ！～』 

座長：鹿児島大学病院 麻酔科 教授 上村裕一先生 

｢ペインクリニック～力強い痛み治療の専門家～｣ 
田代章悟先生 

「神経ブロック～切れ味鋭い治療法～」 
大納哲也先生 

「脊髄刺激療法～治らない痛みに大きな光～」 
清永夏絵先生 

「痛みの漢方治療～様々な角度からの攻略～」 

鹿児島市医師会病院緩和ケア科 園田拓郎先生 

姶良地区医師会 
霧島市 
姶良市 
湧水町 

ｵｰﾍﾞｸｽﾒﾃﾞｨｶﾙ(株) 
オーベクス(株) 

2.5 単位  

(15,59,60,73,83) 

312名(内医師 9名) 

4月 24日(火)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 529回姶良地区愛胃会 

「酵素補充と栄養管理が奏効した 

膵頭十二指腸切除後脂肪肝の１例」 

霧島市立医師会医療センター 肝臓内科 橋口正史先生 

「Ｃ型肝炎の現状と今後の課題」 

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 馬渡誠一先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
ＥＡファーマ(株) 

1.5 単位 (13,27,73) 

18名(内医師 16名) 

5月 11日(金)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

第 530回姶良地区愛胃会 

「当院における最近の内視鏡治療」 

霧島市立医師会医療センター 

消化器内科 部長 肱黒 薫先生 

「新規投与症例に対する 

ボノプラザン投与の重要性について」 

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 

消化器内科 部長 後藤康彦先生 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 
武田薬品工業(株) 

1.5 単位 (10,51,52) 

58名(内医師 36名) 

5月 18日(金)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

「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 

姶良地区内科医会 
姶良地区医師会 
姶良地区薬剤師会 
第一三共(株) 

1 単位 (19,43) 

68名(内医師 35名) 

5月 30日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

「春季医学会」 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

呼吸器外科学分野 教授 佐藤雅美先生 

姶良地区医師会 
姶良地区内科医会 

1.5 単位(12,45,46) 

36名(内医師 20名) 

6月 19日(火)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

姶良地区脳関連疾患連携講演会 

「姶良地区脳卒中連携パスについて」 

医療法人国分脳神経外科 院長 笠毛静也先生 

「高齢化時代の心原性脳塞栓症 

～脳卒中二次予防を考える～」 

順天堂大学医学部附属静岡病院 

脳卒中センター センター長 山本拓史先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1.5 単位(12,32,34) 

64名(内医師 14名) 



6月 22日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 531回姶良地区愛胃会 

「腹部超音波検診の現況と実績」 

鹿児島県民総合保健センター 所長 桶谷薫先生 

   〃     臨床検査課 満田和也氏 

姶良地区愛胃会 
姶良地区医師会 

1.5 単位(10,11,82) 

12名(内医師 11名) 

7月 8日(日) 

午前 8時 45分～午後 5時 50分 

7月 15 日(日) 

午前 8時 45分～午後 5時 50分 

南九州病院 

がん等の診療に携わる 

医師等に対する緩和ケア研修会 

南九州病院 
姶良地区医師会 

7/8 7単位 

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

32,59,60,80,81) 

7/15 ６,５単位 

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

51,69,70)  

13名(内医師 4名) 

7月 12日(火)午後 7時 10分～ 

ホテル京セラ 

プライマリーケア学術講演会 

「実臨床における SGLT２阻害薬の有用性 

～糖尿病における心腎連関をふまえて～」 

横田内科 院長 横田直人先生 

姶良地区医師会 
田辺三菱製薬(株) 
第一三共(株) 

1 単位 (24,76) 

36名(内医師 19名) 

7月 19日(木)午後 6時 30分～ 

南九州病院 
第 68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(6,62,84) 

52名(内医師 11名) 

7月 20日(金)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

第 467回姶良地区内科医会(第 532回愛胃会) 

「Ｃ型肝炎の肝外病変 

～高齢Ｃ型肝炎患者のＤＡＡ治療～」 

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 教授 井戸章雄先生 

姶良地区内科医会 
姶良地区医師会 
姶良地区愛胃会 
アッヴィ合同会社 

1 単位 (21,27) 

21名(内医師 13名) 

7月 30日(月)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 291回姶良地区医師の日勉強会 

「緩和ケアにおける患者様の尊厳死 

～尊厳されて生きていく過程を支えて～」 

日本尊厳死協会九州支部かごしま 理事 

公益財団法人慈愛会 いづろ今村病院 

緩和ケア診療部長 松下格司先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(3,5,81) 

35名(内医師 10名) 

8月 17日(金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 533回姶良地区愛胃会 

「新時代の早期胃癌に対する内視鏡診断」 

長浜クリニック（福岡市）院長 長浜 孝先生 

姶良地区愛胃会 
1.5 単位(15,21,51) 

16名(内医師 13名) 

8月 22日(水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 77回学校医・園医会 

「小児生活習慣病予防検診のこれまでとこれから 

～成長曲線の活用」 

鹿児島市立病院 小児科 部長 鮫島幸二先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(22,23,82) 

22名(内医師 12名) 

8月 27日(月)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

脳関連疾患研究会～認知症・てんかん～ 

「高齢者てんかんの鑑別と 

First line としての Lacosamideの有用性」 

聖隷浜松病院 副院長・てんかんセンター 

山本貴道先生 

「かかりつけ医に役立つ認知症診療の実際 

～併用療法の意義を考える～」 

鳥取大学医学部保健学科 生体制御学 

教授 浦上克哉先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1.5 単位(29,32,35) 

16名(内医師 11名) 

9月 1日(土)午後 2時～ 

姶良地区医師会館 

平成３０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) 

12名(内医師 12名) 

9月 8日(土) 

午後 2時 30分～ 

姶良地区医師会館 

救急医療看護師講習会 

「精神科救急と精神科医療の特性」 

鹿児島県立姶良病院 院長 山畑良蔵先生 

姶良地区医師会 
1.5 単位(5,10,68) 

26名(内医師 8名) 



9月 9日(日)午後 2時～ 

姶良地区医師会館 

救急医療県民講座 

「助けられる命を助けるために 

～心臓突然死を予防するには～」 

医療法人松城会隼人温泉病院 循環器内科部長 

霧島心肺蘇生の会 会長 市成浩太郎先生 

姶良地区医師会 
姶良保健所 
霧島市消防局 
姶良市消防本部 
伊佐湧水消防本部 
霧島市、姶良市、湧水町 

1 単位(16,44) 

365名(内医師 7名) 

9月 20日(木)午後 6時 30分～ 

南九州病院 
第 69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(6,10,62) 

64名(内医師 6名) 

10月 5日(金)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

「CAT(Cancer-associated thrombosis)vs.DOAC」 

長崎大学 循環器内科 准教授 池田聡司先生 

「ヒドロモルフォンをどう使いこなすか(仮)」 

埼玉県立がんセンター 緩和ケア科 

部長 余宮きのみ先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

1.5 単位(63,80,81) 

65名(内医師 20名) 

10月 17日(水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

「秋季医学会」 

会員より口演 10題 

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(30,46,54,62) 

36名(内医師 30名) 

10月 23日(火)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 535回姶良地区愛胃会 

「潰瘍性大腸炎における画像強調内視鏡の可能性」 

鹿児島大学病院 光学医療診療部 

 講師 上村修司先生 

姶良地区愛胃会 
1.5 単位(15,53,54) 

15名(内医師 13名) 

10月 24日(水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

姶良地区脳卒中医療連携の会 

「脳卒中の診断と治療～急性期治療から 

慢性期治療における医療機関の役割～」 

鹿児島大学病院 脳神経外科 教授 吉本幸司先生 

姶良地区医師会 
ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株) 

ファイザー(株) 
13名(内医師 11名) 

10月 30日(火)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

姶良地区日医認定産業医研修会 

「職業性ストレスとその対処法」 

玉水会病院 心療内科 長友医継先生 

姶良地区医師会 
鹿児島県医師会 

2 単位(11,13,20,69) 

45名(内医師 45名) 

11月 7日(水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 292回医師の日勉強会 

「納得のいく死を実現する医療 

～日野原重明先生はどう生きたか～」 

医療法人社団パリアン 理事長 

クリニック川越 院長 川越 厚 先生 

姶良地区医師会 
在宅医療・介護連携推進事業 

1.5 単位(3,5,81) 

80名(内医師 13名) 

11月 15日(木)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

脂質異常症セミナーin姶良・霧島 

「動脈硬化ハイリスク患者における脂質異常

症治療～脂質異常症治療の実践と有効性～」 

陣内病院 循環器内科部長 杉山 正悟先生 

姶良地区医師会 
ＭＳＤ(株) 

バイエル薬品（株） 

１単位（75，82） 

20名(内医師 11名) 

11月 15日(木)午後 7時～ 

南九州病院 
第 70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(6,16,84) 

38名(内医師 6名) 

11月 22日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 536回姶良地区愛胃会 

「上腹部症状に対する漢方薬の役割～六君子湯を中心に～」 

服部胃腸科 理事長 櫻井宏一先生 

姶良地区愛胃会 
(株)ツムラ 

1.5 単位(22,51,83) 

12名(内医師 11名) 

11月 26日(月)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

第 469回姶良地区内科医会 

第 23回姶良地区糖尿病医療連絡協議会 

CKD予防ネットワーク腎臓専門医診療ｾﾐﾅｰ 

「糖尿病性腎臓病の基本的な概念と治療」 

久留米大学医学部 内科学講座 腎臓内科部門 

主任教授 深水 圭先生 

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) 

83名(内医師 30名) 

11月 28日(水)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

不眠症セミナー in姶良・霧島 

「不眠症の新たな治療戦略 

～オレキシン受容体拮抗薬を実臨床でどう活かしていくか～」 

高知鏡川病院 睡眠医療センター 所長 川田誠一先生 

姶良地区医師会 
ＭＳＤ(株) 

１単位(20,69) 

25名(内医師 21名) 

12月 4日(火)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

Cardiovasculal ＆ Diabetes seminar 

「“異所性脂肪”から考える動脈硬化の成因と糖尿病治療」 

徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学 

           教授 佐田雅隆先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

１単位(42,76) 

21名(内医師 9名) 



12月 5日(水)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

第５０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 
ギリアド・サイエンシズ（株） 

1.5 単位(13,27,73) 

36名(内医師 15名) 

12月 12日(水)午後 2時～ 

松下病院 ﾊｰﾓﾆｰﾎｰﾙ 

松下病院認知症疾患医療センター研修会 

「脳の健康管理～生活習慣病のその先に～」 

医療法人 秋津会 徳田脳神経外科病院 

          副院長 橋口昭人先生 

姶良地区医師会 
医)松下病院 認知症疾患医療ｾﾝﾀｰ 

2単位(2,9) 

 

12月 17日(月)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 537回姶良地区愛胃会 

「症例検討会」 
姶良地区愛胃会 8名(内医師 6名) 

1月 17日(木)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

姶良地区 Winter セミナー 

Ⅰ「新規抗てんかん薬の位置付け 

～ﾗｺｻﾐﾄﾞ(ﾋﾞﾑﾊﾟｯﾄ)への期待～」 

  熊本再春荘病院 小児科医長 池田ちづる先生 

Ⅱ「抗インフルエンザ薬と薬剤耐性」 

  東京大学医科学研究所 ｳｲﾙｽ感染分野 

         特任教授 山下 誠先生 

姶良地区医師会 
第一三共(株) 

 

1月 22日(火)午後 7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 
姶良地区医師会 
伊佐市医師会 

 

1月 31日(木)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 会議室 

第５３８回姶良地区愛胃会 

「症例検討会・レクチャー」 

公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 

副院長 兼 消化器内科部長 新原 亨先生 

姶良地区愛胃会 
ＥＡファーマ（株） 

 

2月 6日(水)午後 7時～ 

ホテル京セラ 

Kirishima Diabetes Seminar 2019 

Ⅰ「糖尿病患者の知りたい・語りたいからはじめる療養指導のコツ」 

垂水市立医療センター垂水中央病院 看護副師長 神之園初代 氏 

Ⅱ「糖尿病薬物療法～どう始める？どう進める？～」 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 糖尿病・内分泌内科学 

診療講師 出口尚寿先生 

姶良地区医師会 
武田薬品工業(株) 

 

2月 15日(金)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

平成 30年度姶良地区三師会学会 

「腎機能を考慮した医薬品適正使用のエッセンス」 

熊本大学大学院生命科学研究部（薬学系）・薬学部 

 薬剤情報分析分野 助教 近藤悠希先生 

姶良地区医師会 
姶良地区歯科医師会 
姶良地区薬剤師会 

 

2月 22日(金)午後 7時～ 

あいらの森ホスピタル 
第４回 姶良伊佐地区認知症連携フォーラム 

姶良地区医師会 
伊佐市医師会 
第一三共（株） 

 

2月 25日(月)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第５３９回姶良地区愛胃会 

テーマ「ＥＳＤ」 

鹿児島市立病院消化器内科 科長 船川慶太先生 

姶良地区愛胃会  

3月 15日（金)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 291回姶良地区医師の日勉強会 

テーマ「心エコーの基本」 

鹿児島医療センター 循環器内科 髙﨑州亜先生 

姶良地区医師会  

3月 20日（水)午後 7時～ 

姶良地区医師会館 

第 79回学校医・園医会 

「（仮）成長曲線・低身長・内分泌疾患等について」 

公益財団法人慈愛会 今村総合病院 

小児科主任部長 溝田美千代先生 

姶良地区医師会  

3月 25日(月)午後 7時～ 

かごしま空港ホテル 

第 2回姶良地区消化器セミナー 

「 未 定 」 

鹿児島大学消化器内科 助教 佐々木文郷先生 

姶良地区医師会 
大塚製薬(株) 

武田薬品工業(株) 
 

 

 


