
●令和元年「肥満と糖尿病」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

6/29（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）　「肥満・糖尿病と心臓血管病」 500 無料

■統合生理学部門　出崎　克也　准教授　「血糖調節のしくみ」 実参加（490）

7/6（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■内分泌代謝学部門　石橋　俊　教授　「糖尿病治療の最前線」 500 無料

■腎臓内科学部門　長田　太助　教授　「糖尿病性腎臓病進展予防の要点」 実参加（457）

■糖尿病センター・眼科　井上　裕治　准教授　「定期検診が大切な糖尿病網膜症」

7/13（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■消化器内科学部門　礒田　憲夫　教授　「肥満と脂肪肝・NASH」 500 無料

■鏡視下手術部　細谷　好則　教授　「糖尿病にも効く肥満外科治療」 実参加（461）

7/20（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■看護学部　長谷川　直人　准教授　「社会生活と糖尿病療養行動との調和」 500 無料

■臨床栄養部　栄養管理室　川畑　奈緒　主任管理栄養士 実参加（466）

「食生活からの肥満・糖尿病予防」

■看護部　馬場　千恵子　師長　「糖尿病と上手なお付き合い方法」

実参加（1874）

●平成３０年「健康長寿のために－フレイルの予防－」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

6/30（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「高齢社会をめぐる社会的状況」 500 無料

■関西電力医学研究所　統合生理学研究部　矢田　俊彦　部長 実参加（471）

「フレイル・食欲不振と漢方薬による改善」

7/7（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■精神医学講座　須田　史朗　教授　「フレイルと認知症」 500 無料

■看護学部　浜端　賢次　准教授　「地域住民と多職種で取り組むフレイル対策」 実参加（454）

7/14（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■歯科口腔外科　若林　宣江　歯科衛生士　「オーラルフレイルと口腔ケア」 500 無料

■臨床栄養部　栄養管理室　佐藤　敏子　管理栄養士　「食生活からのフレイル予防」 実参加（438）

7/21（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■臨床薬理学部門　今井　靖　教授　「心臓・血管疾患とフレイル」 500 無料

■整形外科学　木村　敦　准教授　「ロコモティブシンドロームの診断と対策」 実参加（440）

■リハビリテーションセンター　金子　操　室長　「簡単にできるフレイル予防体操」

実参加（1803）

●平成２９年「地域医療と在宅医療」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/1（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「これからの日本の医療体制と地域医療」 500 無料

■患者サポートセンター　森澤　雄司　准教授　「地域と連携する医療」 実参加（389）

7/8（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■地域医療学センター　地域医療学部門　小谷　和彦　教授　「地域医療と市民参加」 500 無料

■神経内科学部門　藤本　茂　教授　「神経疾患と地域医療・在宅医療」 実参加（370）

7/15（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■つるかめ診療所　鶴岡　優子　所長　「在宅医療モノ語り」 500 無料

■緩和ケア部　丹波　嘉一郎　教授　「在宅での緩和ケアに必要なもの」 実参加（356）

7/22（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■呼吸器内科学部門　萩原　弘一　教授　「慢性閉塞性肺疾患と在宅医療」 500 無料

■地域医療学センター　総合診療部門　松村　正巳　教授　「プライマリケアとは」 実参加（314）

7/29（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■おおい町　国民健康保険　名田庄診療所　中村　伸一　所長 500 無料

　「自宅で大往生～「ええ人生やった」と言うために～」 実参加（346）

■看護学部長　春山　早苗　教授

　「これからの在宅療養・在宅介護を支える地域包括ケアシステム」

実参加（1775）

自治医大公開講座　参加者数等　（令和元年～平成21年）
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●平成２８年「がんを学ぶ－予防・診断・治療－」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/2（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「生活習慣病とがん」 500 無料

■臨床研究支援部・消化器外科学部門　北山　丈二　教授　「総論：「がん」って何？」 実参加（526）

7/9（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■附属病院　佐田　尚宏　病院長　「膵がん・胆道がんの診断と治療up-to-date」 500 無料

■臨床腫瘍部　藤井　博文　教授　「がん対策と自治医大の取り組み」 実参加（476）

7/16（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■歯科口腔外科学　森　良之　教授 500 無料

「口の中にもがんができる－口腔がんにならないために・なってしまったら－」 実参加（472）

■呼吸器外科学部門　遠藤　俊輔　教授　「肺がんの診断と治療」

7/23（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■一般外科学部門　藤田　崇史　准教授　「乳がんの診断と治療」 500 無料

■産科婦人科学　藤原　寛行　教授　「子宮頸がんの診断と治療」 実参加（435）

7/30（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■消化器内科学部門　山本　博徳　教授 500 無料

　「大腸癌で死なないために－内視鏡のすすめ－」 実参加（486）

■中央放射線部　若月　優　教授　「最先端のがん治療：重粒子線治療について」

実参加（2395）

●平成２７年「老いとともに生きる－加齢と抗加齢の医学－」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/4（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「生活習慣病と動脈硬化」 500 無料

■循環器内科学部門　苅尾　七臣　教授 実参加（560）

「高血圧の予防は血管の老化防止につながる」

7/11（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■東京北医療センター　耳鼻咽喉科　飯野　ゆき子　科長 500 無料

「高齢者の難聴と耳の手術」 実参加（526）

■整形外科学　竹下　克志　教授「最後まで動ける人生を目指して」

7/18（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■眼科学　川島　秀俊　教授「加齢に伴う眼疾患」 500 無料
■分子病態治療研究センター　抗加齢医学研究部　黒尾　誠　教授 実参加（503）

「腎臓の働きと老化」

7/25（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■泌尿器科学部門　高山　達也　准教授「前立腺について知りたいところ」 500 無料
■さいたま医療センター　総合医学第２　早田　邦康　准教授 実参加（481）

「健康長寿食の科学（何を食べるべきか？）」

8/1（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■地域医療学センター　地域医療政策部門　小池　創一　教授 500 無料
「地域医療政策の動向について」 実参加（463）

■地域医療学センター　地域医療学部門　梶井　英治　教授

「長寿を健やかに過ごす」

実参加（2533）

開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/5（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「心臓病の予防とこれからの日本の医療」 500 無料
■看護学部　宮林　幸江　教授「グリーフ（深い悲しみ）について」 実参加（415）

7/12（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■放射線医学　篠崎　健史　講師 500 無料

「写真から病気の早期発見を支える―がんから認知症まで―」 実参加（410）

■臨床検査医学　山田　俊幸　教授「検査データをどう考えどう役立てるか」

7/19（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■神経内科学部門　松浦　徹　教授「神経内科の病気と診断・治療」 500 無料

■那須高原病院　高野　謙二　院長 実参加（405）

「高齢者のメンタルヘルス―認知症とうつ病―」

7/26（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■薬剤部　須藤　俊明　薬剤部長「先発医薬品とジェネリック医薬品」 500 無料

■マニー株式会社　松谷　貫司　取締役会議長「手術針の生産などについて」 実参加（321）

8/2（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■病理診断部　福嶋　敬宜　教授 500 無料

「医療を支える病理診断―適切な診断のないところに適切な医療はありえない―」 実参加（359）

■麻酔科学講座　井上　荘一郎　准教授

「痛みを防ぐ、痛みと向き合う、痛みと共に暮らす」

実参加（1910）

●平成２６年「病気の予防と支える医療」
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開催日 場所・サブテーマ 演題内容 定員 参加費

7/6(土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■永井良三（自治医科大学学長）「心臓病の予防」 500 無料

＜循環器疾患の予防と最新医療＞ ■血管内治療センター　大動脈治療部　齊藤　力　准教授 実参加（343）

「大動脈瘤診療におけるパラダイムシフト」

7/13(土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■東京大学　大学院医学系研究科　生化学・分子生物学講座　間野 博行 教授 500 無料

＜自治医大での最先端の医療と研究＞ 「肺がんの原因解明がもたらす新しい特効薬」 実参加（307）

■再生医学研究部　花園　豊　教授「iPS細胞が拓く新しい医療：現状と課題」

7/20(土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■内分泌代謝学部門　石橋　俊　教授　「糖尿病治療の最前線」 500 無料

＜新薬治療の最前線＞ ■アレルギー膠原病学部門　岩本 雅弘 准教授　 実参加（314）

　「関節リウマチ治療の最前線」

7/27(土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■産科婦人科学講座　鈴木 光明 教授 500 無料

＜ワクチンによる予防医療＞ 「子宮頸がん予防ワクチンの現状とトピックス」 実参加（219）

■小児科学講座　河野 由美 准教授　「子どもの健康を守るワクチン」

8/3(土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■看護学部　大塚 公一郎 教授 500 無料

＜こころの健康＞ 「多文化間精神医療からみたメンタルヘルス」 実参加（265）

■小児科学講座　山形 崇倫 教授

「ADHD（注意欠陥多動性障害）の理解と対応」

実参加（1448）

●平成24年「環境と健康」
開催日 場所・サブテーマ 演題内容 定員 参加費

7/7（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■市村副学長「開講挨拶」 500 無料

＜社会構造の変化と医療＞ ■伊東紘一（自治医科大学名誉教授、常陸大宮済生会病院長） 実参加（209）

「日本の人口構成の変遷から観て」

■渥美一弥（総合教育部門教授[社会学]）「異文化と医療」

7/14（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■新保昌久（睡眠・サーカディアン循環器医学講座准教授） 500 無料

＜IT化と脳・身体の変化＞ 「日内リズムの障害と循環器疾患」 実参加（242）

■加藤　敏（精神医学教授）「社会構造の変化と精神疾患との関係」

7/21（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■藤井博文（腫瘍センター長）「がんについて（頭頸部～消化管）」 500 無料

＜生活習慣と健康＞ ■大須賀淳一（内分泌代謝学准教授）「メタボリックシンドロームについて」 実参加（235）

7/28（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■浜本敏郎（RIセンター長）「放射能汚染と自然放射能」 500 無料

＜環境汚染＞ ■香山不二雄（環境予防医学教授）「環境にある毒物」 実参加（200）

8/4（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■阿野正樹（救急医学助教）「熱中症」 500 無料

＜温暖化＞ ■松岡裕之（医動物学部門教授）「新しい感染症の台頭とコントロール」 実参加（214）

実参加（1100）

●平成23年「穏やかに老いる－さまざまな痛みとのつきあい方－」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/9（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■高久学長「開講挨拶」 300 無料

■五十嵐　孝（麻酔科学部門准教授）「ペインクリニックとはなんでしょう」 実参加（248）

■上本宗忠（かみもとスポーツクリニック院長）

「痛みなく健やかに老いるために～自分に合った運動をみつけよう～」

7/16（土） 自治医大【研修センター大講堂】 ■丹波嘉一郎（緩和医療講座教授）「どたんばで痛みを少なく生きるには」 300 無料

■藤村昭夫（臨床薬理学部門教授）「鎮痛剤の有効性と安全性」 実参加（213）

7/23（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■星野雄一（整形外科学部門教授） 300 無料

「寝たきりにならない為に～ロコモティブシンドローム～」 実参加（225）

■板井美浩（総合教育部門教授[保健体育]）

「老いてますます盛んな痛み～痛みと上手につきあうベテラン選手～」

7/30（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■島田病院長「心臓が痛い～心筋梗塞と狭心症～」 300 無料

■山下圭輔（救急医学講座准教授）「緊急対応を必要とする痛み」 実参加（234）

8/6（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■中野今治（神経内科学部門教授） 300 無料

「頭痛になったらどうするか～怖い頭痛と怖くない頭痛～」 実参加（224）

■小原　泉（看護学部准教授）「がんの痛みを緩和するための看護ケア」

実参加（1144）

●平成２５年「予防医療と最新医療」
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●平成22年「脳を科学する」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費

7/10（土） 宇都宮市 ■高久学長「開講挨拶」 300 無料

【宇都宮東コミュニティセンター】 ■瀬尾憲正（麻酔科学教授）「脳死と臓器移植～改正臓器移植法とは～」 実参加（78）

■五味　玲（小児脳神経外科教授）

「脳腫瘍治療の最前線 ～さまざまな角度から～」

7/24（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■尾仲達史（神経脳生理学教授）「脳の基礎研究～ストレスと摂食～」 300 無料

■島田病院長「脳と高血圧」 実参加（180）

7/31（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■中村伸一（おおい町国保名田庄診療所長） 300 無料

「自宅で大往生する人たちの脳〜脳卒中・がん・認知症〜」 実参加（182）

■加藤直克（独語・哲学教授）「生命倫理の視点から“脳死と臓器移植”を考える」

8/7（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■大塚公一郎（看護学部准教授） 300 無料
「認知症患者のBPSD（行動心理症状）とその対応」 実参加（189）

■檀一平太（脳機能研究部門准教授）

「光トポグラフィーでみる脳の機能～最新技術で計測する脳機能～」

8/21（土） 小山市【小山市立中央公民館】 ■中野今治（神経内科学教授）「物忘れと認知症」 100 無料

■井上映子（看護学部准教授）「認知症がある高齢者とその家族への看護」 実参加（80）

■藤本健一（神経内科学准教授）

「変革するパーキンソン病の治療戦略～新薬・脳深部刺激・遺伝子治療～」

実参加（709）

●平成21年「医療現場の今」
開催日 場所 演題内容 定員 参加費
7/4（土） 宇都宮市【とちぎ福祉プラザ】 ■高久学長「開講挨拶」 300 無料

■島田病院長「大学病院からみた地域医療の現状」 実参加（104）

■髙橋昭彦（ひばりクリニック院長）


「在宅医療の現状と利用のコツ」この地域で最期まで暮らすために

7/25（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■岡田真樹（芳賀赤十字病院長） 300 無料
「芳賀赤十字病院の現状―医師不足から救急医療連携へ―」 実参加（135）

■小原　泉（看護学部准教授）「看護師と患者関係の今」

[がん治療を受ける患者さんのその人らしさを支えるケア]

8/1（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■山形崇倫（小児科学准教授）「小児医療の課題と将来」 300 無料

■中村好一（公衆衛生学教授）「公衆衛生の立場からみる医療現場の今」 実参加（106）

8/8（土） 自治医大【研修センター中講堂】 ■松原茂樹（産科婦人科学教授） 300 無料

「日本のお産は安全か？ー医者の美学」と「うまい受診のコツー」 実参加（108）

■村山直樹（栃木県医師会常任理事）「医師会の立場からみる医療現場の今」

8/22（土） 小山市 ■伊東　剛（済生会宇都宮病院総合内科医長） 100 無料
【小山市立生涯学習センター】 「へき地医療現場の今：患者さんと向き合う目、地域と向き合う目」 実参加（63）

■鈴川正之（救急医学教授）「救急医療の現状と改革の方向性について」

実参加（516）
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